
平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　其他委員等旅費 公文書館事務用市内出張交通費の支出について（１２・１月分）
6,271

総務局 公文書館 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 公文書館事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
727

総務局 公文書館 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館公文書燻蒸等処理業務委託にかかる経費の支出について
861,000

総務局 公文書館 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館機械警備等業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
6,300

総務局 公文書館 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（１月分）
4,566

総務局 公文書館 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費支出について（１月分）
119,037

総務局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（平成25年12月４日開催分）
118,825

総務局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（平成25年12月11日開催分）
142,590

総務局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　賞賜金 一般事務用　総務局職員表彰にかかる副賞経費の支出について
3,000

総務局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（平成25年12月４日開催分）
1,260

総務局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（平成25年12月11日開催分）
1,260

総務局 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 道州制推進知事・指定都市市長連合　第４回総会等の出張旅費の支払いについて
28,400

総務局 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 指定都市市長会・中核市市長会・全国特例市市長会 勉強会の出張旅費の支払いについて
28,340

総務局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 指定都市市長会シンポジウムin熊本～持続可能なまちづくりと市町村の連携～の出張旅費の支払いについて
36,640

総務局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方公共団体契約ハンドブックほか1点追録号の購入にかかる経費の支出について
11,730

総務局 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 平成25年度第２回指定都市市長会連絡会議の出張旅費の支払いについて
55,720

総務局 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 都道府県・指定都市地方分権改革担当課長会議の出張旅費の支払いについて
28,000

総務局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎自動扉開閉用装置修繕にかかる経費の支出について
1,966,020

総務局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
1,280,475

総務局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託経費の支出について（１月分）
312,052

総務局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（１月分）
637,304

総務局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託経費の支出について（１月分）
12,789

総務局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（１月分）
4,502,242

総務局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託経費の支出について（１月分）
2,232,959

総務局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　大型シュレッダー長期借入経費の支出について（１月分）
24,255

総務局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（１月分）
6,720

総務局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体事務用｢大阪市外郭団体評価委員会｣に係る経費の支出について（平成25年12月24日開催分）
118,825

総務局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体事務用｢大阪市外郭団体評価委員会｣に係る経費の支出について（平成26年１月９日開催分）
95,060

総務局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体事務用｢大阪市外郭団体評価委員会｣に係る経費の支出について（平成26年１月９日開催分）
400

総務局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体事務用｢大阪市外郭団体評価委員会｣に係る経費の支出について（平成25年12月24日開催分）
800

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１月分）
260,121

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１月分）
55,660

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
8,376

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 庁舎管理事務用　不当労働行為事件（組合事務所団交）調査に伴う出頭に係る出張旅費の支出について
56,200

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
348

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,400

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,785

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（１月分）
36,236

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
20,740

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館１月分）
6,804

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（１月分）
1,071,261

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１月分）
22,006

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１月分）
225,179

総務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,840

総務局 行政課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用許諾契約に係る経費の支出について（12月分）
48,384

総務局 行政課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　図書購入費 法規事務用「新版　逐条地方自治法　第７次改定版」の購入に係る経費の支出について
15,750

総務局 行政課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用「職員個人を被告とする損害賠償請求訴訟に係る組織的支援」に関する意見書作成に係る報酬の支出について
21,000

総務局 行政課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用「職員個人を被告とする損害賠償請求訴訟に係る組織的支援」に関する意見書作成に係る報酬の支出について
31,500
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総務局 行政課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用「職員個人を被告とする損害賠償請求訴訟に係る組織的支援」に関する意見書作成に係る報酬の支出について
31,500

総務局 行政課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用法規問題研究会にかかる講師謝礼金の支出について（１月22日分）
34,200

総務局 行政課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（12月分）
3,190

総務局 行政課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（25年12月号）の購入にかかる経費の支出について
1,220

総務局 行政課 平成26年02月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
1,730,187

総務局 行政課 平成26年02月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
78,954

総務局 行政課 平成26年02月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
14,370

総務局 行政課 平成26年02月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
1,165

総務局 行政課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 情報公開制度に係る法律相談料の支出について(11月分)
10,500

総務局 行政課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍（追録）の購入にかかる経費の支出について
6,900

総務局 行政課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（１月分）
1,326,675

総務局 行政課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第208回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
166,355

総務局 行政課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 例規追録発行事務用大阪市例規追録第160号作製業務及び例規執務サポートシステムデータ作成・更新業務委託に係る経費の支出について（第3回中間払い）
1,743,750

総務局 行政課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務処理端末の賃貸借に係る経費の支出について（１月分）
7,350

総務局 行政課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「自治体職員のための番号法解説」の購入にかかる経費の支出について
2,835

総務局 行政課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点の購入経費の支出について（12月分）
20,400

総務局 行政課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点の購入経費の支出について（12月分）
14,080

総務局 行政課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか13点の購入経費の支出について（12月分）
298,490

総務局 行政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用コピー代金の支出について（１月分）
565

総務局 行政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用コピー代金の支出について（１月分）
507

総務局 行政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 文書管理事務用第５回大阪市公文書管理委員会会議録作成に係る経費の支出について
19,845

総務局 行政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,960

総務局 行政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点の購入経費の支出について（１月分）
4,700

総務局 行政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費（プリント料金）の支出について（１月分）
4,814

総務局 行政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用地方公営企業関係法令実例集追録の購入経費の支出について（第４回中間払い）
3,985

総務局 行政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成25年度市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（１月分）
302,750

総務局 行政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用許諾契約に係る経費の支出について（１月分）
48,384

総務局 行政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費の支出について（長期契約）（１月分）
8,925

総務局 行政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第209回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
166,355

総務局 行政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（1月分）
15,896

総務局 行政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線使用料の支払いについて（１月１日～１月31日使用分）
6,058

総務局 行政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用サーバ機等一式の長期借用に係る経費の支出について（1月分）
8,615,250

総務局 行政課 平成26年02月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙及び郵券代）の支出について
3,830

総務局 行政課 平成26年02月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙及び郵券代）の支出について
2,400

総務局 行政課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙及び郵券代）の支出について
7,790

総務局 行政課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙及び郵券代）の支出について
4,880

総務局 行政課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙及び郵券代）の支出について
17,620

総務局 行政課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙及び郵券代）の支出について
11,040

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
11,077

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
2,047

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
3,150

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（トナーほか２点）の購入に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
972,300

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
40,057

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
787

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
2,362

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
12,127

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
393

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
394
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総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
2,362

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（12月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
787

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
25,232

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 「番号制度についての都道府県・指定都市主管課長説明会」への参加にかかる出張旅費の支出について
28,020

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（一般事務用）１月分
2,265,111

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（一般事務用）１月分
438,949

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（一般事務用）１月分
219,476

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 コピー代金にかかる経費の支出について（一般事務用）1月分
41,036

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 阿波座センタービル昇降機設備保守点検業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（1月分）
61,425

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（1月分）
8,590

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務にかかる経費の支出について（1月分）
1,145,067

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
1,656

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 「クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続」に係る経費の支出について（1月分）
24,150

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
25,725

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入に係る経費の支出ついて（情報処理センター運用管理用）（1月分）
16,100,910

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
1,013

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページCMS用機器（再リース）の賃貸借経費の支出について（1月分）
235,137

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
17,379,959

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン　一式　借入（平成20年度一括調達分）（再リース）に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
1,095

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
1,127

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式の借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
988,050

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月）
1,725

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
1,540

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
1,506

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）
1,806

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 みおネットシステム用機器の賃貸借に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
769,545

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
748

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
1,273

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（1月分）
4,532

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（1月分）
648

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（1月分）
1,033

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（1月分）
28,388

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（1月分）
4,059

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入に係る経費の支出ついて（情報処理センター運用管理用）（1月分）
4,600,260

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入に係る経費の支出ついて（情報処理センター運用管理用）（1月分）
2,300,130

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用iPad利用料の支出について(ＩＴ基盤管理用）1月分
4,728

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
61,425

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 行政におけるICT活用の先進事例調査に伴う出張旅費の支出について（一般事務用）
37,910

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 誘導灯・非常灯用交換電池ほか７点の購入に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
80,671

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
204,792

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用Androidタブレット利用料の経費支出について(ＩＴ基盤管理用）1月分
3,678

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＰ電話による通信料金の支出について(一般事務用）1月分
45,776

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）1月分
7,318

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）1月分
24,360

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
2,073,330

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(1月分)
3,825,780

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス一式　長期継続に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(1月分)
341,250

総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
16,190
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総務局 ＩＴ統括課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）1月分
2,213,107

総務局 監察課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 監察関係事務用「公益通報に係る外部通報窓口設置運営業務の委託」にかかる経費の支出について（第３四半期分）
157,500

総務局 監察課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（１月分）
25,647

総務局 監察課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（１月開催分）
332,710

総務局 監察課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（12月分）
10,012

総務局 監察課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
9,972

市民局 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 衛生推進者養成講習の受講について
2,000

市民局 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 衛生推進者養成講習の受講について
10,600

市民局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（１２月分）
2,186

市民局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１１月分）の支出について
21,987

市民局 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 需用費　食糧費 市民交流センター一般事務用市民交流センター指定管理予定者選定委員会にかかる食糧費の支出について
800

市民局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 報償費　報償金 第４回大阪市立市民交流センター（１０館）指定管理予定者選定委員会委員報償金の支出について（平成２６年度指定分）
51,315

市民局 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 報償費　報償金 第２～４回大阪市立市民交流センター（１０館）指定管理予定者選定委員会委員報償金の支出について（平成２６年度指定分）
48,015

市民局 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（1月分1回目）
8,400

市民局 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（1月分1回目）
240

市民局 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（1月分1回目）
560

市民局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方財務実務提要（追録５０７－５０９）に係る経費の支出について
6,600

市民局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１月分）
144,366

市民局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　②（視覚障害者用）
44,100

市民局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　④（カラープリンタ）
21,714

市民局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤
26,693

市民局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（１月分）
175,804

市民局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③
23,196

市民局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑥（１月分）
116,115

市民局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　第３・４四半期における事務用品(トナー類)の買入にかかる同経費の支出について
496,230

市民局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
4,110

市民局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
7,230

市民局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
5,910

市民局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
140

市民局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
5,170

市民局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
6,630

市民局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
9,900

市民局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
2,130

市民局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
80

市民局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　市民局事務用品(文具類)の買入にかかる同経費の支出について
259,806

市民局 区政課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用　証明書発行システム機器保守契約経費の支出について（１２月分）
26,927

市民局 区政課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンター用業務委託料（平成２５年１２月分）の支出について
2,400,510

市民局 区政課 平成26年02月06日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 生野区役所住民情報業務等委託にかかる住民基本台帳等事務システム等移設業務委託にかかる所要経費の支出について
330,750

市民局 区政課 平成26年02月06日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区役所住民情報業務等委託にかかる公的個人認証端末等移設業務にかかる所要経費の支出について
189,000

市民局 区政課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 平成25年度点字プリンタ用紙（北区役所外21箇所）の買入にかかる消耗品費の支出について（第２回：完納）
194,343

市民局 区政課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（１２月分）
2,203

市民局 区政課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（１２月分）
21,369

市民局 区政課 平成26年02月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（１２月分）
1,984

市民局 区政課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字自動読取装置用点字プリンタ等一式の借入（福島区役所外３区役所）にかかる使用料の支出について（１２月分）
8,003

市民局 区政課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談会場使用料の支出について（２月分）
16,800

市民局 区政課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（１２月分）
39,198

市民局 区政課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民票記載事項証明願（北区役所外33箇所）外14点印刷にかかる経費の支出について
591,977

市民局 区政課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 住民票記載事項証明願（北区役所外33箇所）外14点印刷にかかる経費の支出について
62,920
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市民局 区政課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（１２月分）
155,495

市民局 区政課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（１２月分）
25,427

市民局 区政課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（１２月分）
20,412

市民局 区政課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（１２月分）
15,549

市民局 区政課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（１２月分）
5,927

市民局 区政課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用　平成２６年度版戸籍実務六法の購入にかかる経費の支出について
133,000

市民局 区政課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用　平成２６年度版市町村役場便覧の購入にかかる経費の支出について
132,090

市民局 区政課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍先例全集外２点買入にかかる経費の支出について（3回目）
1,177,500

市民局 区政課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　広告料 地下鉄駅構内公共情報コーナー・市政広報板自衛官募集ポスターの掲出にかかる支出について（平成26年1月22日～2月4日掲出）
46,200

市民局 区政課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　其他委員等旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,320

市民局 区政課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
4,182

市民局 区政課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
3,920

市民局 区政課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市戸籍情報システム運用保守業務委託経費の支出について（１２月分）
7,409,937

市民局 区政課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 鶴見区役所窓口用封筒提供事業者募集事業審査委員会の審査委員に対する報償金の支出について（住民情報事務用）
13,300

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成25年12月分　区政グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
4,052

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１月分）
525

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１月分）
906

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新対応業務委託にかかる経費の支出について（完成払）
76,403,250

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（クライアント）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
401,940

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
290,094

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入の実施及び同経費の支出について（1月分）
291,900

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム機器用共通ソフトウェア一式借入の経費の支出について（1月分）
1,345,008

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30）にかかる使用料の支出について（１月分）
435,750

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（サーバ等）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
858,900

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入料の支出について（１月分）
856,380

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置借入経費の支出について（1月分）
202,335

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム及び住民基本台帳ネットワークシステムの機器並びに周辺装置借入にかかる経費の支出について（1月分）
3,028,515

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（スキャナ）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
82,026

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
43,512

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
60,480

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム及び住民基本台帳ネットワークシステム用端末機等機器借入の経費の支出について（1月分）
1,620,150

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入経費の支出について（1月分）
78,750

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
28,455

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入の経費の支出について（1月分）
387,450

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１月分）
52

市民局 区政課 平成26年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１月分）
91

市民局 区政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成25年度家庭問題相談用報償金（１月分）の支出について
77,000

市民局 区政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成25年度 戸籍情報システム改修業務等にかかる市民局市民部区政課住民情報グループ内労働者派遣業務にかかる経費の支出について（1月分）
125,854

市民局 区政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣の実施及び委託料の支出について（１月分）
25,357

市民局 区政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（１月分）
886,745

市民局 区政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（１月分）
88,674

市民局 区政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍関係証明書用紙外３点印刷業務にかかる経費の支出について（第３回完成払／全３回払）
2,234,400

市民局 区政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍関係証明書用紙外３点印刷業務にかかる経費の支出について（第３回完成払／全３回払）
1,123,290

市民局 区政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１月分）
30,587

市民局 区政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（２月分）
1,526,280

市民局 区政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍関係証明書用紙外３点印刷業務にかかる経費の支出について（第３回完成払／全３回払）
198,450

市民局 区政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１月分）
1,138

市民局 区政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（２月分）
355,740
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市民局 区政課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区役所住民情報業務等委託にかかる住民基本台帳等事務システム等移設業務にかかる所要経費の支出について（此花区、中央区及び住吉区分）
992,250

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成２５年度　大阪市ジョブアタック事業（若者就職支援事業）にかかる委託料の支出について（６）【第２・３期】（第1回/全2回)
10,232,456

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成２５年度　大阪市ジョブアタック事業（若者就職支援事業）にかかる委託料の支出について（５）【第２・３期】（第1回/全2回）
17,193,561

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　１２月分市内等交通費の経費支出について
15,590

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用：平成25年度「しごと情報ひろば天下茶屋」建物賃貸料の支出について（12月分）
426,380

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成２５年度　大阪市ジョブアタック事業（若者就職支援事業）にかかる委託料の支出について（１）【第２・３期】（第1回/全2回）
21,268,212

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　平成２５年度「しごと情報ひろば総合的就労支援事業（市費分）」業務委託料の支出について（全４回／２回目）
10,936,211

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用「しごと情報ひろば総合的就労支援事業におけるキャリアカウンセラー等育成事業」業務委託料の支出について（全４回／２回目）
11,887,898

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成２５年度　大阪市ジョブアタック事業（若者就職支援事業）にかかる委託料の支出について（２）【第２・３期】（第1回/全2回）
14,746,457

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成25年度大阪市ジョブアタック事業（若者就職支援事業）に係る委託料の支出について（第２回/全２回）
9,897,752

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　平成２５年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設機械警備業務委託料の支出について（１月分）
7,350

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　１１月分市内等交通費の経費支出について
18,246

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用：平成25年度　第７回就職に向けた求職者支援事業委託団体等選定会議にかかる報償金の支出について
48,015

市民局 男女共同参画課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成25年度男女共同参画センター中央・北部・西部館管理運営業務代行料第4四半期の支出について（管理運営用）
95,890,912

市民局 地域活動課 平成26年02月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 平成26年度　区政推進基金・環境美化運動推進基金区役所市民協働型事業意見交換会にかかる食糧費（5名分）の支出について
500

市民局 地域活動課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 地域防犯対策用　指定区における夜間の青色防犯パトロール活動業務委託（その２）にかかる所要経費の支出について（１２月分）
7,087,500

市民局 地域活動課 平成26年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 地域防犯対策用　大阪市子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助金の支払いについて（交付番号36
42

市民局 地域活動課 平成26年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 地域防犯対策用　大阪市子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助金の支払いについて（交付番号49
57）

市民局 地域活動課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域振興グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（１０・１１月分）
17,794

市民局 地域活動課 平成26年02月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 地域防犯対策用　大阪市子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助金の支払いについて（交付番号45
46

市民局 地域活動課 平成26年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域力向上のための講師派遣制度に係る講師謝礼金の支出について（1月24日、総合生涯学習センター分）
33,320

市民局 地域活動課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用　コピー代金の支出について（１月分）
6,539

市民局 地域活動課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 ＮＰＯ法人認証事務用ＦＡＸ回線使用料の支出について（１月分）
2,858

市民局 地域活動課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（1月分）の支出について
9,800

市民局 消費者センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員12月分1部）
2,046

市民局 消費者センター 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成２５年１２月分）
28

市民局 消費者センター 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成２５年１２月分）
3,071

市民局 消費者センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
11,200

市民局 消費者センター 平成26年02月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用平成２５年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑧への出張について
37,880

市民局 消費者センター 平成26年02月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　印刷製本費 消費者行政活性化用平成25年度多重債務相談会・賃貸住宅相談会周知ポスター・チラシ印刷業務に係る経費の支出について
118,650

市民局 消費者センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１２月分１部）
1,050

市民局 消費者センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１２月分１部）
7,078

市民局 消費者センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 コンピュータ関係費用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（12月分）
6,804

市民局 消費者センター 平成26年02月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月12日分）
14,000

市民局 消費者センター 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 大阪市消費者保護審議会苦情処理部会における委員報酬の支出について（平成26年1月17日実施分）
80,025

市民局 消費者センター 平成26年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月13日分）
5,600

市民局 消費者センター 平成26年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 消費者行政活性化用平成２５年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑨に係る受講料の支出について
1,420

市民局 消費者センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 平成２５年度近畿ブロック消費生活センター連絡会議（普及啓発部会）への出張旅費の支出について（普及啓発用）
2,140

市民局 消費者センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用ＮＢＬ購入経費の支出について
2,772

市民局 消費者センター 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月14日分）
5,600

市民局 消費者センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（1月21日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（1月27日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分その２）
1,400

市民局 消費者センター 平成26年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月17日分）
5,600

市民局 消費者センター 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（1月10日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年02月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月18日分）
5,600

市民局 消費者センター 平成26年02月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月19日分）
14,000

市民局 消費者センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用「日本農林規格品質表示基準・食品編（追録）」[２８０号]他１点購入に係る経費支出について
10,248
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市民局 消費者センター 平成26年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月20日分）
8,400

市民局 消費者センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用消費者教育研究購入経費の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用消費者法ニュース購入経費の支出について
6,000

市民局 消費者センター 平成26年02月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月21日分）
8,400

市民局 消費者センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（1月28日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（1月30日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（1月30日分）に係る講師への報償金の支出について
6,300

市民局 消費者センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年1月分）
119,621

市民局 消費者センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年1月分）
7,282

市民局 消費者センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年1月分）
83,434

市民局 消費者センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年1月分）
4,725

市民局 消費者センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持管理用消費者センター事務所部分賃借料の支出について（平成25年度）（3月分）
7,636,595

市民局 消費者センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 啓発展示スペース用大阪市消費者センター展示・啓発コーナー情報提供業務における従事者派遣（平成25年度）費用の支出について（１月分）
92,137

市民局 消費者センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（２月２６日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
6,200

市民局 消費者センター 平成26年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 消費者行政活性化用平成２５年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑩に係る受講料の支出について
1,420

市民局 消費者センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成２６年１月分）
3,453

市民局 消費者センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成２６年１月分）
51

市民局 消費者センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 啓発展示スペース用プロバイダー料の支出について（１月分）
3,990

市民局 消費者センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
42,750

市民局 企画調整課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用もと飛鳥人権文化センター外３ヶ所の産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料の支出について
5,132,400

市民局 企画調整課 平成26年02月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用もと西成人権文化センター外４施設機械警備業務委託料（１月分）の支出について
160,650

市民局 企画調整課 平成26年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用もと浅香人権文化センター機械警備業務委託料（１月分）の支出について
28,350

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成25年度　「企業・事業所を対象とした人権関連研修案内」発送業務委託経費の支出について（第4回／全4回）
315,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度　地下鉄・市バス用車内窓枠ステッカー印刷経費の支出について（第5回/全5回完納分）
231,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成25年度「人権啓発推進員の育成事業」にかかる業務委託経費の支出について（第3四半期分）
2,879,268

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成25年度　点字版「大阪市人権啓発情報誌（KOKOROねっと）」製作業務にかかる委託料の支出について（第4回／全4回完納分）
57,796

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度「大阪市人権啓発情報誌（KOKOROねっと）」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（完納分）
294,656

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成25年度「人権に関する作品募集事業」運営業務にかかる委託料の支出について（第1回部分払い）
4,303,950

市民局 人権企画課 平成26年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと飛鳥人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・１２月分）の支出について
84,996

市民局 人権企画課 平成26年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・１月分）の支出について
13,603

市民局 人権企画課 平成26年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・１月分）の支出について
14,313

市民局 人権企画課 平成26年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用もと人権文化センターに係る電話料金（１月分）の支出について
20,080

市民局 人権企画課 平成26年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと浅香人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・１月分）の支出について
33,171

市民局 人権企画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 企業向け個人情報保護セミナー「情報を征し、勝ち進む組織の個人情報保護セミナー」の周知用チラシの作成及び経費の支出について
48,825

市民局 人権企画課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと西成人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・１月分）の支出について
47,557

市民局 人権企画課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権室事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
56,925

市民局 人権企画課 平成26年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 用地管理用未利用地（西成区長橋１）に係る電気料金（１月分）の支出について
6,405

市民局 人権企画課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 個人情報保護セミナー「生活環境・職場環境の変化と個人情報保護」開催にかかる講師料等の支出について
28,500

市民局 人権企画課 平成26年02月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと加島人権文化センターに係る電気料金（定額電灯・１月分）の支出について
287

市民局 人権企画課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 使用料及賃借料　使用料 企業向け個人情報保護セミナー「情報を征し、勝ち進む組織の個人情報保護セミナー」（1回目）開催に係る会場使用料の支出について
20,500

市民局 人権企画課 平成26年02月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと南方人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・１月分）の支出について
32,625

市民局 人権企画課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 使用料及賃借料　使用料 企業向け個人情報保護セミナー「情報を征し、勝ち進む組織の個人情報保護セミナー」（2回目）開催に係る会場使用料の支出について
20,500

市民局 人権企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 人権行政推進用 大阪市同和問題に関する有識者会議（第３回）開催に係る委員謝礼及び交通費の支出について
151,205

市民局 人権企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権室事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
54,299

市民局 人権企画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと加島人権文化センターに係る電気料金（従量電灯・１月分）の支出について
853

市民局 人権企画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用もと人権文化センター（南方・飛鳥）に係る電話料金（２月分）の支出について
6,389

市民局 男女共同参画課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１２月分）
32,590

市民局 男女共同参画課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１１月分）
37,654
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市民局 男女共同参画課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料金の支出について（12月分・配偶者暴力相談支援用）
6,804

市民局 男女共同参画課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座第１回目にかかる経費の支出について（東成区区民センター使用料）
1,800

市民局 男女共同参画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 第2回大阪市男女共同参画企業認証制度検討会の開催にかかる謝礼の支出について（3名分） (企業顕彰用）
68,400

市民局 男女共同参画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 第14回大阪市きらめき企業会の開催にかかる謝礼の支出について（１名分） （企業顕彰用）
22,800

市民局 男女共同参画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　食糧費 第14回大阪市きらめき企業会の開催にかかる茶代の支出について（17名分） （企業顕彰用）
1,700

市民局 男女共同参画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　食糧費 第２回大阪市男女共同参画企業認証制度検討会の開催にかかる茶代の支出について（３名分） (企業顕彰用）
300

市民局 男女共同参画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（鶴見区第４回目センター使用料）
1,850

市民局 男女共同参画課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市有財産売払いにかかる財産現地確認にかかる経費の支出について(もと婦人研修施設)
6,540

市民局 男女共同参画課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（東成区第２・３回目センター使用料）
2,550

市民局 男女共同参画課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（阿倍野区第４回目センター使用料）
1,300

市民局 男女共同参画課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（東住吉会館センター使用料第１回目開催分）
1,300

市民局 男女共同参画課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金
大阪市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ等の相談対応及びＤＶ等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務実施事業者選定会議の謝礼金の支
出について 60,800

市民局 男女共同参画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（1月分・配偶者暴力相談支援用）
720

市民局 男女共同参画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 市有財産処分にかかる現地確認管外出張経費の支出について
12,550

市民局 男女共同参画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（阿倍野区民センター使用料　第２回目・第３回目開催分）
1,300

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　広告料 人権啓発　地下鉄車内広告（ステッカー）掲出の広告料（2月分）の支出について
823,200

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　広告料 人権啓発　市バス車内広告（ステッカー）掲出の広告料（2月分）の支出について
55,650

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度　「大阪市人権啓発推進員永年・特別功労者市長感謝状贈呈式」出欠返信用葉書の購入経費の支出について
800

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（12月分）
21,896

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（12月分）
6,804

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（1月分）
7,790

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（1月分）
18,283

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（１月分）
2,152

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（1月分）
2,750

財政局 財務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議出席にかかる旅費の支出について
28,420

財政局 財務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（５月～１２月分）
106,052

財政局 財務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方財務実務提要）の購読にかかる経費の支出について
6,600

財政局 財務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　税務主管者会議の出席にかかる旅費の支出について
27,900

財政局 財務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　税務主管者会議及び全国都道府県市町村税担当課長会議出席にかかる旅費の支出について
36,960

財政局 財務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　平成25年版「地方税法総則逐条解説」の買入にかかる経費の支出について
4,900

財政局 財務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
18,226

財政局 財務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
1,722

財政局 財務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
16,002

財政局 財務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
101,709

財政局 財務課 平成26年02月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
9,135

財政局 財務課 平成26年02月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
8,284

財政局 財務課 平成26年02月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
32,552

財政局 財務課 平成26年02月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
1,722

財政局 財務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　大阪市市会議案概算印刷にかかる経費の支出について（第３回）
1,812,930

財政局 財務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について
240

財政局 財務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（1月分）の支出について
1,640

財政局 財源課（公債） 平成26年02月12日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
113,500,000

財政局 財源課（公債） 平成26年02月12日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年２月１２日支払分利子支払手数料の支出について
78,750

財政局 財源課（公債） 平成26年02月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
343,350,000

財政局 財源課（公債） 平成26年02月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年２月１４日支払分利子支払手数料の支出について
291,375

財政局 財源課（公債） 平成26年02月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
158,729,921

財政局 財源課（公債） 平成26年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支出について
400

財政局 財源課（公債） 平成26年02月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
579,550,000
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財政局 財源課（公債） 平成26年02月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年２月１８日支払分利子支払手数料の支出について
551,250

財政局 財源課（公債） 平成26年02月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
390,395,452

財政局 財源課（公債） 平成26年02月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
34,187,698

財政局 財源課（公債） 平成26年02月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
340,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年02月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
18,189,023

財政局 財源課（公債） 平成26年02月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年２月１９日支払分キャップ料の支出について
5,041,095

財政局 財源課（公債） 平成26年02月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年２月１９日支払分利子支払手数料の支出について
325,500

財政局 財源課（公債） 平成26年02月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
595,681,275

財政局 財源課（公債） 平成26年02月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
30,601,715

財政局 財源課（公債） 平成26年02月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金（共同発行市場公募地方債）の支出について
3,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年02月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金（共同発行市場公募地方債）の支出について
4,363,236,075

財政局 財源課（公債） 平成26年02月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
150,850,000

財政局 財源課（公債） 平成26年02月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年２月２１日支払分利子支払手数料の支出について
196,835

財政局 財源課（公債） 平成26年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
1,483,305,555

財政局 財源課（公債） 平成26年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
381,700,000

財政局 財源課（公債） 平成26年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
548,121,000

財政局 財源課（公債） 平成26年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
14,936,894

財政局 財源課（公債） 平成26年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,260,425

財政局 財源課（公債） 平成26年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
78,031,196

財政局 財源課（公債） 平成26年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
29,267,666

財政局 財源課（公債） 平成26年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
23,046,523

財政局 財源課（公債） 平成26年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
718,540

財政局 財源課（公債） 平成26年02月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年２月２５日支払分キャップ料の支出について
9,826,849

財政局 財源課（公債） 平成26年02月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
9,525,000

財政局 財源課（公債） 平成26年02月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
24,105,509

財政局 財源課（公債） 平成26年02月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲおよびディールウォッチセミナーに係る出張旅費の支出について
28,420

財政局 財源課（公債） 平成26年02月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第131回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
630,000

財政局 財源課（公債） 平成26年02月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第131回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
17,062,500

財政局 財源課（公債） 平成26年02月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年２月２６日支払分利子支払手数料の支出について
39,375

財政局 財源課（公債） 平成26年02月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年２月２６日支払分キャップ料の支出について
2,520,548

財政局 財源課（公債） 平成26年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（１月分）
4,060

財政局 財源課（公債） 平成26年02月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
532,741,666

財政局 財源課（公債） 平成26年02月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
15,658,900

財政局 財源課（公債） 平成26年02月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
6,183,409

財政局 財源課（公債） 平成26年02月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
2,230

財政局 財源課（公債） 平成26年02月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 共同発行市場公募地方債に係る元利金償還手数料および平成２５年度下半期分の利子支払手数料の支出について
5,336,788

財政局 財源課（公債） 平成26年02月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 金融情報サービス用パソコン賃貸料及び保守料の支出について（１月分）
3,633

財政局 管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 番号制度についての都道府県・指定都市主管課長説明会に係る管外出張旅費の支出について
28,020

財政局 管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 全国都市税務協議会幹事会（研修会）への出席に係る出張旅費の支出について
28,420

財政局 管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用行政判例集成租税編他2点の買入経費の支出について
201,100

財政局 管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度総務局センター出力帳票引取り仕分け搬送業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について（第３回／全４回）
1,787,100

財政局 管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税申告書等の受渡し及び搬送業務（その２）経費の支出について
267,729

財政局 管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（１１月分）
15,329

財政局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所用ロッカー買入経費の支出について
40,897

財政局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用ゲルインクボールペン外66点買入（財務部・税務部分）にかかる実施および同経費の支出について
258,489

財政局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用判例時報（1/1号）外5点の買入経費の支出について
34,460

財政局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
160

財政局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,040
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財政局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用シャープペン外１０７点買入（市税事務所分）にかかる経費の支出について
1,239,000

財政局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市財政局市税事務所にかかる引継文書移送経費の支出について
630,000

財政局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成25年度大阪市財政局あべの市税事務所及び税務部分室等定期清掃業務委託に係る実施及び同経費の支出について
588,000

財政局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（２月分）
35,380

財政局 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 異議申立て等関係事務用平成25年版「地方税法総則逐条解説」購入経費の支出について
4,900

財政局 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員採用試験実施に係る試験官交通費等の支出について（１２月分）
820

財政局 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 課税（所得）証明書・納税証明書交付申請書外2点印刷経費の支出について
543,461

財政局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用プリンタトナー外11点買入の実施及び同経費の支出について
967,050

財政局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用A4カット紙（２穴）買入経費の支出について（第４回／全４回）
410,130

財政局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市税事務所用プリンタトナー買入に係る支出について（第４回／全４回）
445,032

財政局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務システム用プリンタトナー外11点買入の実施及び同経費の支出について
105,693

財政局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 市税事務所用プリンタトナー買入に係る支出について（第４回／全４回）
3,675,703

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
33,333

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
45,521

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
99,607

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
49,444

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
137,230

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
169,896

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
71,262

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（１月分）
414,699

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２６年２月分）の支出について
2,490,252

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（２月分）
38,400

財政局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２６年２月分）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１１月口座不能分）
320

財政局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料１月分）
226,351

財政局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 なんば市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（１月分）
574,707

財政局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
60,000

財政局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２６年３月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２６年３月分）の支出について
307,191

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（１月分）
1,127,958

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（１月分）
720,275

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（１月分）
5,250

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１月分）の支出について
2,690

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１月分）の支出について
2,628

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１月分）の支出について
2,636

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１月分）の支出について
3,475

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成25年度大阪市財政局船場法人市税事務所及び税務部分室定期清掃業務委託に係る実施及び同経費の支出について（１月１８日及び１月２５日分）
244,125

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（契約変更後）（２月分）
12,367,425

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
45,870

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る貸室賃貸借料の支出について（２月分）
7,456,767

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（２月分）
115,500

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（３月分）
10,631,101

財政局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（１２月分）
19,703

財政局 管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用サーバ機器等の一式長期借入経費の支出について（１月分）
13,151,775

財政局 管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用端末機器等の一式長期借入経費の支出について（１月分）
4,845,750

財政局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（１月分）
329,104

財政局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収納管理担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
3,705

財政局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収管分）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
274,915
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財政局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
45,060

財政局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
28,510

財政局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
40,490

財政局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
9,215

財政局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所固定資産税（土地・家屋）グループに係る後納郵便料金の支出について（１月分）
34,410

財政局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
6,945

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（１月分）
3,130

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用債権管理・回収の実務（追録）（２９５号）外１点の買入経費の支出について
6,900

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（１０月～１２月分）の買入経費の支出について
11,775

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（1月分）の支出について
213,698

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（1月号）外3点の買入経費の支出について
5,753

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（1月分）
98,310

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（1月分）
20,100

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（照会事務処理センター）電話回線（ＦＡＸ）使用料（1月分）の支出について
2,782

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（1月分）
36,670

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（あべのメディックス）電話回線使用料（1月分）の支出について
34,077

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
3,760

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
478

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度税務事務システム宛名（納税者情報）等整備業務に係る労働者派遣に係る経費の支出について（１月分）
793,356

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料クレジット収納処理業務委託にかかる支出について
3,045

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務部分室新設に伴う庁内情報利用パソコン等機器長期借入に係る支出について
58,380

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ等機器一式長期借入に係る支出について
32,340

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について
136,437

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について
166,472

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について
1,168,362

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム用サーバ機器及び端末機器用ソフトウェア一式借入経費の支出について（1月分）
5,580,645

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（１月分）
87,424

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（１月分）
55,349

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 京橋市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（１月分）
35,712

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について　　（１月分）
256,540

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（１月分）
67,691

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（１月分）
72,275

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（１月分）
71,655

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱水費の支出について（１月分）
687,517

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（１月分）
97,548

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（１２月分）
282,935

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
17,575

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（事業所分）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
1,260

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
34,090

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴分）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
1,900

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（軽自動車税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
17,930

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（納税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
24,985

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
29,685

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
62,835

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所　固定資産税（土地・家屋）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
11,220

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
30,495

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク（庁内情報系ネットワーク）にかかる回線経費の支出について（１月分）
6,804

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所固定資産税担当に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
665
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財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（1月分）の支出について
1,165,446

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴ハガキ分）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
260

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所軽自動車担当に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
2,275

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所軽自動車担当に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
7,800

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（1月分）
17,726,116

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所個人市民税担当に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
17,930

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（１月分）
26,250

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（１月分）
154,875

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（１月分）
110,250

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（１月分）
15,750

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（１月分）
31,080

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る支出について
50,295

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
39,900

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る貸室賃貸借料の支出について（３月分）
7,671,960

財政局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（ＪＥＩ京橋ビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（３月分）
7,381,935

財政局 収税課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る委託料の支出について（H25.12月分）
6,076,186

財政局 収税課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る委託料の支出について（H25.12月分）
6,164,786

財政局 収税課 平成26年02月03日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る委託料の支出について（H25.12月分）
392,042

財政局 収税課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の購入経費の支出について
24,500

財政局 収税課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 滞納処分用封筒外３点の買入れ経費の支出について（第3回中間払い）
186,721

財政局 収税課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 オンライン用納付書の買入れ経費の支出について（第3回中間払い）
295,680

財政局 収税課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 滞納処分用封筒外３点の買入れ経費の支出について（第3回中間払い）
526,234

財政局 収税課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度市税徴収金収納整理事務に係る穿孔処理業務委託（概算契約）の支出について（H25.10～12月分）
40,878

財政局 収税課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）の支出について（H25.10～12月分）
3,894,105

財政局 収税課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用書籍「平成25年版　地方税法総則逐条解説」の購入経費の支出について
49,000

財政局 収税課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権収納事務用窓あき封筒調製業務の実施経費の支出について
44,100

財政局 収税課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務に係る委託料の支出について（平成25年度固定資産税第3期分）
37,800

財政局 収税課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員に係る市内出張交通費等の支出について(1月分）
17,760

財政局 収税課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 市税事務所　納税推進センター業務委託の拡大に係る経費の支出について（第３四半期分）
20,081,250

財政局 収税課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 納税推進オペレーターの活用に関する業務委託経費の支出について（第３四半期分）
41,895,000

財政局 収税課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入の実施経費の支出について（平成26年１月分）
73,395

財政局 収税課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 市債権収納事務用返信用切手（市債権班・重複滞納整理班）の購入費用の支出について
720

財政局 収税課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 大阪市税収納取扱事務の手引き（その２）の調製に係る経費の支出について
65,709

財政局 収税課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権収納事務用ゴム印調製業務の実施経費の支出について
9,429

財政局 収税課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
830

財政局 収税課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（１月分）
26,026

財政局 収税課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 不動産公売予定物件の現地調査に係る出張について
6,800

財政局 課税課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（１２月分）
25,782

財政局 課税課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成25年12月分）
39,375

財政局 課税課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度個人市民税納税通知書等（異動分）封入・封緘等処理に係る業務委託（概算契約）の支出について（平成２５年１０月～１２月）
1,566,678

財政局 課税課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度個人市民税納税通知書（異動分）出力処理に係る業務委託（概算契約）の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
1,708,982

財政局 課税課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 固定資産税（償却資産）申告準備・当初課税関係業務の労働者派遣（概算契約）に係る経費の支出について（平成25年12月分）
375,117

財政局 課税課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成25年度事業所税担当職員研修会への出席に係る管外出張旅費の支出について
28,880

財政局 課税課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部職員用管外出張旅費（全国地方税務協議会平成25年度第２回総会等（２月14日））の支出について
28,420

財政局 課税課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部職員用管外出張旅費（五都市固定資産税担当課長会議（１月２９日））の支出について
54,350

財政局 課税課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税申告書等送付用封筒外１点買入の経費の支出について
1,099,589

財政局 課税課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 平成26年度市民税・府民税申告の手引き外２点印刷の経費の支出について
1,071,483

財政局 課税課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 全国都道府県市町村税担当課長会議への出席に係る管外出張旅費の支出について
28,420
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財政局 課税課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成25年度市民税・府民税納税通知書兼税額変更（決定）通知書（当年度随時分４Ｐ）印刷の経費の支出について
84,133

財政局 課税課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度公的年金等支払報告年別内訳一覧表パンチデータ作成処理に係る業務委託（概算契約）の経費の支出について（３回目／全３回）
215,423

財政局 課税課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「電子申告用納付書（４Ｐ）」の印刷経費の支出について
937,125

財政局 課税課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税申告書（区内居住者用）外１点印刷の経費の支出について
905,572

財政局 課税課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「確定申告納付依頼状（３Ｐ）外２点」の印刷経費の支出について
1,485,750

財政局 課税課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（12月分）
1,050,751

財政局 課税課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 固定資産経年異動判読運用機器長期借入に係る経費の支出について（１月分）
77,910

財政局 課税課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託経費の支出について（１月分）
5,670

財政局 課税課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（平成25年12月処理分：12月5日～1月14日）
208,015

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報償費　報償金 訴訟代理人契約に係る謝金の支払について
52,500

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所収納対策担当据置金庫の鍵買入経費の支出について
5,040

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所管理担当郵便物用データ印作成経費の支出について
3,360

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（平成２６年１月分）の支出について
640

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（平成２６年１月分）の支出について
4,600

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（2月分）
151,200

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所　非常勤嘱託職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成25年12月分）
3,720

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所　臨時的任用職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成25年12月分）
3,060

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所　再任用職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成25年11月分）
300

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所一般事務用消耗品買入に係る経費の支出について
10,384

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
2,322

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
5,565

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について
121,300

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（１月分）
920

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（１月分）
3,320

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
11,340

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用切手購入経費の支出について（2月分）
48,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所事務用ゴム印外４点買入経費の支出について
59,703

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　建物修繕料 なんば市税事務所５階総合窓口出入口に係る誘導灯移設業務に係る実施経費の支出について
29,400

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 なんば市税事務所消防用設備等設置届出書作成業務委託経費の支出について
44,100

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成26年1月分)
7,190

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(臨時職員分）（平成26年1月分）
530

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(再任用職員分）（平成26年1月分）
3,290

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（2月分）
246,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所事務用背表紙用ラベル外17点消耗品買入経費の支出について
499,066

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
262

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
640

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（1月分）
8,674

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（1月分）
11,050

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について(2月分)
58,500

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所におけるデータ差替印用日付差替コマ（年号）買入経費の支出について
819

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費の支出について（1月分）
32,130

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金２月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
44,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２９件）
662,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
3,086

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金２月分の支出について（歳出）
7,000,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
70,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２０件）
967,500
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
1,784

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
35,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４６件）
987,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２４件）
117,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割８件）
52,430

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７７件）
5,762,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
226

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
3,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１０件）
391,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
60,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２６件）
1,185,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
72,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
712

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４７件）
2,437,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
2,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
17,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４１件）
499,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（市府民税）
8,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
47,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
2,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
1,953

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（市府民税）
8,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１９件）
3,859,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務(集中整理第3班）にかかる管外出張旅費の支出について
184,360

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
18,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３１件）
711,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
42,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３５件）
736,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
7,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
181,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
180

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４８件）
3,562,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（市府民税）
20,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
31,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１９件）
10,425,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２９件）
508,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
5,368

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８９件）
10,209,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２４件）
173,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
3,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（市府民税）
12,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４７件）
4,740,423

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３件）
3,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
2,167

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２３件）
551,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
67,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４７件）
1,250,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３７件）
163,500
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１２２件）
4,450,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１６１件）
1,556,700

都市計画局 都市計画課 平成26年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報事務用札幌市管外出張旅費の支出について
94,840

都市計画局 都市計画課 平成26年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２５年９月分市内出張等旅費の支出について
4,620

都市計画局 都市計画課 平成26年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２５年９月分市内出張等旅費の支出について
11,478

都市計画局 都市計画課 平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画決定事務用道路環境影響評価の技術手法に関する講習会に係る資料代の支出について
10,000

都市計画局 都市計画課 平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる支出について（12月分）
168,000

都市計画局 都市計画課 平成26年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２５年８月分市内出張等旅費の支出について
4,040

都市計画局 都市計画課 平成26年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２５年８月分市内出張等旅費の支出について
16,730

都市計画局 都市計画課 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 都市計画決定事務用大阪都市計画図（総括図）等作成業務委託の実施及び経費の支出について
2,882,250

都市計画局 都市計画課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 Linked Data外３点の購入経費の支出について
6,468

都市計画局 都市計画課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度第1回大阪市都市計画審議会会議録調製業務にかかる筆耕翻訳料の支出について
46,200

都市計画局 都市計画課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 国家戦略特区の地域指定に向けた国への説明にかかる管外出張旅費の支出について
28,770

都市計画局 都市計画課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用新潟市出張旅費の支出について
49,980

都市計画局 都市計画課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 Linked Data外３点の購入経費の支出について
5,985

都市計画局 都市計画課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 情報化施策用統合型地理情報システム用ソフトウェアの長期借入の使用料の支出について（1月分）
183,435

都市計画局 都市計画課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 情報化施策担当統合型地理情報システム用サーバ機器及び周辺装置一式使用料の支出について（1月分）
449,400

都市計画局 都市計画課 平成26年02月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 都市計画行政支援システム事務用平成２５年度都市計画法等各種届出データ整備業務委託料の支出について
128,100

都市計画局 都市計画課 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期使用料の支出について（１月分）
83,685

都市計画局 都市計画課 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画窓口システム用機器一式　長期使用料の支出について（１月分）
33,495

都市計画局 都市計画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 総合的な駐車施策に関する調査用　平成25年度第3回大阪市駐車施策検討会議の開催経費の支出について（報償金）
65,720

都市計画局 都市計画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２５年１０月分市内出張等旅費の支出について
10,318

都市計画局 都市計画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２５年１０月分市内出張等旅費の支出について
6,130

都市計画局 都市計画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　食糧費 平成25年度第3回大阪市駐車施策検討会議の開催並びに同経費（食糧費）の支出について
400

都市計画局 交通政策課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報償費　報償金 総合交通対策関係事務用　第４回大阪市バスネットワークのあり方に関する検討会における外部有識者からの意見聴取に係る報償金及び交通費相当額の支出について
82,980

都市計画局 総務担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナー購入代金の支出について
43,197

都市計画局 総務担当 平成26年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 科学技術振興調査用　イノベーション創出支援、ファンド等に関する意見交換他に伴う出張旅費の支出について
380

都市計画局 総務担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（１２月分）
14,399

都市計画局 総務担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（１２月分）
32,434

都市計画局 総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　「うめきた２期民間提案募集」に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
56,260

都市計画局 総務担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
560

都市計画局 総務担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う使用料の支出について（１月分）
3,937

都市計画局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　カッティングマット外８点の購入経費の支出について
9,359

都市計画局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 委託料　委託料 一般事務用庁内情報プリンタ機器一式 保守業務委託 H25-1に伴う委託料の支出について(1月分)
7,875

都市計画局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う賃借料の支出について(1月分)
168,126

都市計画局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う賃借料の支出について(1月分)
120,309

都市計画局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う賃借料の支出について(1月分)
26,510

都市計画局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う賃借料の支出について(1月分)
78,535

都市計画局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用プリンタ機器一式借入 H25－2に伴う賃借料の支出について(1月分)
399

都市計画局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用プリンタ機器一式借入 H25－3に伴う賃借料の支出について(1月分)
630

都市計画局 総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（1月分）
30,570

都市計画局 総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 一般事務用　都市計画局公舎賃借にかかる経費の支出について（平成２６年３月分）
128,000

都市計画局 総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（1月分）
46,540

都市計画局 総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（1月分）
19,510

都市計画局 総務担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（1月分）
28,720

都市計画局 総務担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　不動産賃借料 科学技術振興調査用　都市計画局公舎賃借にかかる経費の支出について（平成２６年３月分）
119,000

都市計画局 総務担当 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１月分）
23,755

都市計画局 総務担当 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１月分）
144,216
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都市計画局 総務担当 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１月分）
21,117

都市計画局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 平成２５年度海外研修実施に伴う職員の出張旅費の支出について（追給）
12,035

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成25年住宅・土地統計調査にかかる審査会場用乾式電子複写機の借入経費の支出について
133,627

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成25年住宅・土地統計調査審査会場にかかる電話回線設置工事の経費の支出について
19,005

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 委託料　委託料 平成25年住宅・土地統計調査に係る労働者派遣事業経費の支出について（12月分）
1,481,955

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（12月分）
886

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（12月分）
5,166

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用管外出張旅費の支出について（都道府県等統計主管課（部）長会議）
28,220

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（12月分）
1,440

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成25年住宅・土地統計調査審査会場にかかる電話利用料金の支出について（12月11日～12月26日利用分）
7,322

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成25年住宅・土地統計調査審査会場にかかる電話回線休止工事の経費の支出について
3,150

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 大阪市地域別現状分析業務の委託経費の支出について
3,433,500

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　損害保険料 統計調査員研修確保対策事務用　平成25年度都道府県別登録調査員等研修に係る傷害保険料の支出について
1,508

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計整備事務用資料室プリンタートナーの支出について
4,410

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 委託料　委託料 平成22年国勢調査大阪市町丁目別昼間人口推計業務の委託経費の支出について
275,100

都市計画局 統計調査担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室内管理用端末の使用料について（１月分）
12,915

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１１月２１日実施分）
20,758

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１２月９日実施分）
20,758

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１月１４日実施分）
31,137

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　費用弁償 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１２月９日実施分）
27,880

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　費用弁償 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１月１４日実施分）
28,280

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　費用弁償 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１１月２１日実施分）
27,880

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 大阪イノベーションハブ清掃等業務委託の実施について（12月分）
67,956

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の利用にかかる経費の支出について（１月請求分）
23,701

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線（国際電話）の利用にかかる経費の支出について（１月請求分）
1,476

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 （防火・防災）管理者新規講習における受講費の支出について
9,500

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　特別旅費 米国（サンフランシスコ）への海外出張にかかる経費の支出について（吉川理事分）
295,370

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 大阪イノベーションハブ清掃等業務委託料の支出について（1月分）
67,956

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する乾式電子複合機（白黒）の使用にかかる経費の支出について（１月分）
4,604

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（12月21日～1月20日分）
57,805

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（１月分）の支出について
41,679

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費（１月分）の支出について
6,804

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期建物賃貸借契約に係る経費の支出について（3月分）
2,236,878

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 株式会社ＫＭＯとの定期建物賃貸借契約に係る経費の支出について（3月分）
745,626

都市計画局 イノベーション担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（２月分）の支出について
1,089,148

都市計画局 開発計画課 平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用咲洲庁舎（夢洲・咲洲地区活性化共同チーム）コピー代の支出について（１０～１２月分）
14,617

都市計画局 開発計画課 平成26年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 平成22年国勢調査メッシュ集計業務委託経費の支出について
714,000

都市計画局 開発計画課 平成26年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリ借入にかかる経費の支出について（12月分）
3,937

都市計画局 開発計画課 平成26年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（12月分）
2,399

都市計画局 開発計画課 平成26年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（12月分）
105

都市計画局 開発計画課 平成26年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営用業務委託経費の支出について（12月分）
264,432

都市計画局 開発計画課 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用船場地区再生方策に関する打合せ等の管外出張旅費の支出について（1月27日分）
28,020

都市計画局 開発計画課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（12月分）
12,128

都市計画局 開発計画課 平成26年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（１２月分）
31,424

都市計画局 開発計画課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 自動走行自動車に関する打合せのための出張命令及び旅費の支出について
56,700

都市計画局 開発計画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（1月分）
18,258

都市計画局 開発計画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（１月分）
6,804

都市計画局 開発計画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金等の支出について（1月分）
8,896
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都市計画局 開発計画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリ借入にかかる経費の支出について（1月分）
3,937

都市計画局 開発計画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（2月分）
150,508

都市計画局 開発計画課 平成26年02月28日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（12月分）
11,598

都市計画局 開発誘導課 平成26年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用市内出張等の旅費の支出について（平成25年12月分）
14,600

都市計画局 開発誘導課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（１２月分）
12,072

都市計画局 開発誘導課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（１２月分）
8,847

都市計画局 開発誘導課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 都市景観委員会用第37回大阪市都市景観委員会速記録作成業務に係る経費の支出について
37,800

都市計画局 開発誘導課 平成26年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 第１回　御堂筋デザイン会議開催に係る報償金の支出について
66,900

都市計画局 開発誘導課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 都市景観委員会用第37回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
132,405

都市計画局 開発誘導課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 都市景観委員会用第37回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
10,230

都市計画局 開発誘導課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（１月分）
5,887

都市計画局 建築企画課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１２月分）の支出について
17,046

都市計画局 建築企画課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１２月分）の支出について
32,151

都市計画局 建築企画課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
4,725

都市計画局 建築企画課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
740

都市計画局 建築企画課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 備品購入費　図書購入費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
18,900

都市計画局 建築企画課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市建築審査会（１月定例会）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
80,510

都市計画局 建築企画課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市建築審査会（１月定例会）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
3,230

都市計画局 建築企画課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会1月定例会）の支出について
500

都市計画局 建築企画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　特別旅費 国土交通大学校　平成２５年度　専門課程　建築構造審査研修受講に係る東京都への出張旅費の支出について
34,880

都市計画局 建築企画課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（７月分）の支出について
92,927

都市計画局 建築企画課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
67,582

都市計画局 建築企画課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　国土交通大学研修にかかる研修テキスト代の支出について　　　　（建築指導コース・昇降機等安全・事故対策コース）
28,325

都市計画局 建築企画課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　国土交通大学研修にかかる研修テキスト代の支出について　　　　（建築指導コース・昇降機等安全・事故対策コース）
34,401

都市計画局 建築企画課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１月分）の支出について（相談用）
9,361

都市計画局 建築企画課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用（１月分）平成２５年度　建築計画概要書等の写しの交付等業務委託料の支出について
168,771

都市計画局 建築企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築行政事務用　モノクロファクシミリ使用料の支出について（１月分）
12,180

都市計画局 建築確認課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２５年度大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（１２月分）の支出について
147,000

都市計画局 建築確認課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（１月分）の支出について
62,895

都市計画局 建築確認課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　1月分（OKBC）
162,800

都市計画局 建築確認課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　1月分（GBRC）
665,700

都市計画局 監察課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 行政代執行関連事務　簡易代執行業務委託（西成区千本北二丁目）にかかる経費の支出について
357,000

都市計画局 監察課 平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金の支出について
80,000

都市計画局 監察課 平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金の支出について
40,000

都市計画局 監察課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（12月分）の支出について
2,880

都市計画局 監察課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 行政代執行関連事務　行政代執行業務委託（城東区新喜多一丁目）の支出について
4,095,000

都市計画局 監察課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金の支出について
714,000

都市計画局 監察課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金の支出について
35,000

福祉局 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　追録（ 新　人事・労務管理の手引　外3件）の支出負担行為について
13,650

福祉局 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（平成２５年１２月分）
10,193

福祉局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 福祉局職場風土改善研修の実施にかかる支出について
351,750

福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　日本経済新聞の買入（年間購読）について
13,149

福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の買入（年間購読）について
11,775

福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）について
11,775

福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）について
11,775

福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　赤旗日刊紙外２紙の買入（年間購読）について
14,400

福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞の買入（年間購読）について
11,775

福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞の買入（年間購読）について
5,985
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福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２５年１２月分コピー代金の支出について（２台分）
36,441

福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２５年１２月分）
26,943

福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 事務参考用　官報情報検索サービスの利用経費の支出について
6,300

福祉局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（1月分）
6,272

福祉局 総務課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２５年１２月分コピー代金の支出について（２台分）
35,552

福祉局 総務課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２５年１２月分）
26,286

福祉局 総務課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（1月分）
6,118

福祉局 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 デジタル印刷機用インクカートリッジの買入及び同所要経費の支出について
91,350

福祉局 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑫　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）」経費の支出について（平成２６年１月分）
28,875

福祉局 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成22年7月導入）の長期借入について（平成２６年１月分）
51,555

福祉局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑤　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成22年5月導入）の長期借入について（平成２６年１月分）
117,264

福祉局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２６年１月分）
128,656

福祉局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成23年3月導入）の長期借入について（平成２６年１月分）
885,945

福祉局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２６年１月分）
171,355

福祉局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ④　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成22年3月導入）の長期借入について（平成２６年１月分）
233,770

福祉局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）その２」経費の支出について（平成２６年１月分）
59,640

福祉局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑧　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成24年3月導入）の長期借入について（平成２６年１月分）
229,148

福祉局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成２５年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・総福システム）（平成２６年１月分）
7,560

福祉局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成２５年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（介護保険課）（平成２６年１月分）
5,985

福祉局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成２５年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）（平成２６年１月分）
27,720

福祉局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成２５年度複写電送装置（ファックス機）長期借入　更生相談所分室（緊急入院保護業務センター）（平成２６年１月分）
6,615

福祉局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑳　一般事務用　平成２５年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）（平成２６年１月分）
6,510

福祉局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成２５年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）（平成２６年1月分）
5,460

福祉局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２５年度デジタル印刷機長期借入（総務部）の実施及び所要経費の支出について（平成２６年１月分）
9,828

福祉局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障害者用パソコン等機器の長期借入の実施及び所要経費の支出について（平成２６年１月分）
51,849

福祉局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成26年２月分）
755,476

福祉局 総務課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成26年２月分）
737,052

福祉局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　公明新聞の買入（年間購読）について
5,505

福祉局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　建物修繕料 福祉局電話設備新設経費の支出について
11,287

福祉局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
5,080

福祉局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成26年1月分）
1,510

福祉局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
136

福祉局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
5,099

福祉局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
4,467

福祉局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
11,915

福祉局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
1,289

福祉局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
5,100

福祉局 総務課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
753

福祉局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ②　一般事務用　平成26年1月分コピー代金の支出について（2台分）
66,072

福祉局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成26年1月分コピー代金の支出について（10台分）
492,983

福祉局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ③　一般事務用　平成26年1月分コピー代金の支出について（1台分）
5,933

福祉局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 福祉局文書等逓送業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２６年１月分）
55,510

福祉局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 福祉局文書等逓送業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２６年１月分）
111,020

福祉局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　出張交通費に係る１０月～１２月分の支出について
83,870

福祉局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年１月分コピー代金の支出について（２台分）
62,144

福祉局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理グループ事務用　スタンプ台外１５点の買入経費の支出について
19,918

福祉局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（４回線）の支出について（１月分）
39,538

福祉局 総務課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年１月分コピー代金の支出について（２台分）
60,628



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

福祉局 総務課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（４回線）の支出について（１月分）
38,573

福祉局 経理・企画課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理事務用　地方財務実務提要の購入に係る支出について
6,600

福祉局 経理・企画課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用ゴム印の買入れに係る支出について
189

福祉局 経理・企画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外３点　買入（年間購読）に係る支払いについて（１月分）
37,218

福祉局 経理・企画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市立社会福祉センターに係るマンション総合保険（火災保険・施設賠償責任保険）の支出について
559,271

福祉局 経理・企画課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用もと生江地区共同浴場の電気代の支出について（1月分）
354

福祉局 経理・企画課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調査研究用「厚生法規総覧追録（４５１５～４５２５号）」買入にかかる経費の支出について
31,647

福祉局 経理・企画課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（26年1月分）
3,679

福祉局 経理・企画課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（26年1月分）
2,400

福祉局 経理・企画課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（26年1月分）
88,000

福祉局 経理・企画課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　手数料 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（26年1月分）
16,000

福祉局 経理・企画課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 備品購入費　図書購入費 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（26年1月分）
11,025

福祉局 経理・企画課 平成26年02月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　普通旅費 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給業務に関する全国説明会への出席及び同所要経費の支出について
54,840

福祉局 経理・企画課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ市内出張交通費の支払いについて（平成２６年１月分）
3,898

福祉局 経理・企画課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用普通旅費の支出について（１月分）
21,010

福祉局 経理・企画課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ業務用普通旅費の支出について（１月分）
1,000

福祉局 経理・企画課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２５年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（１月分）
18,585

福祉局 経理・企画課 平成26年02月21日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉センター正面玄関前タイル等補修工事の支出について
355,950

福祉局 経理・企画課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２６年２月２５日実施　寡婦（夫）控除制度の抜本的見直しの検討に係る事業説明旅費の支出について
56,040

福祉局 経理・企画課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「蛍光ペン外２点」買入に係る経費の支出について
5,019

福祉局 経理・企画課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（26年1月分）
5,698,352

福祉局 経理・企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（1月分）
122,577

福祉局 更生相談所 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 更生相談所管理用コピー代(管理担当　12月分)の支出について
15,166

福祉局 更生相談所 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 更生相談所業務用庁内情報ネットワーク通信サービス提供料の支出について（12月分）
6,804

福祉局 更生相談所 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）１２月分
1,340,334

福祉局 更生相談所 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）１２月分
529,412

福祉局 更生相談所 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）１２月分
639,727

福祉局 更生相談所 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 阿波座センタービルエレベーター保守点検業務委託経費の支出について（第３四半期分）
66,150

福祉局 更生相談所 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 阿波座センタービルエレベーター保守点検業務委託経費の支出について（第３四半期分）
33,075

福祉局 更生相談所 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 阿波座センタービルエレベーター保守点検業務委託経費の支出について（第３四半期分）
99,225

福祉局 更生相談所 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人福祉業務用市内出張費の支出について（平成25年12月分）
2,220

福祉局 更生相談所 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（１月分）の支出について
325,981

福祉局 更生相談所 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（１月分）の支出について
1,365,273

福祉局 更生相談所 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（１月分）の支出について
8,550

福祉局 更生相談所 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（１月分）の支出について
1,060,580

福祉局 更生相談所 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張旅費の支出について(12月20日　りんくうみなと)
1,340

福祉局 更生相談所 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（１１月分）
47,703

福祉局 更生相談所 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張費の支出について(1月21日ジョイガーデン分)
3,240

福祉局 更生相談所 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
118,747

福祉局 更生相談所 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
15,828

福祉局 更生相談所 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
21,937

福祉局 更生相談所 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 更生相談所用ラベルシール他１点の買入れ及び同所要経費の支出について
15,949

福祉局 更生相談所 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護業務センター）１月分の支出について
2,500

福祉局 更生相談所 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護業務センター）１月分の支出について
1,890

福祉局 更生相談所 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
34,954

福祉局 更生相談所 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
154,967

福祉局 更生相談所 平成26年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
15,817

福祉局 更生相談所 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（業務センター１２月分）
18,240
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福祉局 更生相談所 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用ゴム印の購入経費の支出について
63

福祉局 更生相談所 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（業務センター１月分）
12,398

福祉局 更生相談所 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（調査室１月分）
8,760

福祉局 更生相談所 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 更生相談所管理用コピー代(1月分　保護担当)の支出について
12,348

福祉局 更生相談所 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 更生相談所管理用電気使用料の支出について（1月分）
207,505

福祉局 更生相談所 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　備品修繕料 更生相談所管理用小口支払基金繰越金の支出について（１月分）
600

福祉局 更生相談所 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 更生相談所管理用自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
7,980

福祉局 更生相談所 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター内庁内情報ネットワーク回線等使用料（１月分）について
6,804

福祉局 更生相談所 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 更生相談所生活保護事務用郵便料金の支出について（１月号）
129,715

福祉局 更生相談所 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（日用品費）３月分
2,632,000

福祉局 更生相談所 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）３月分の支出について
10,831,200

福祉局 更生相談所 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）３月分の支出について
2,772,000

福祉局 更生相談所 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（日用品費）３月分
60,000

福祉局 更生相談所 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）３月分の支出について
30,000

福祉局 更生相談所 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（１2月分）
43,537

福祉局 更生相談所 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（１月分）の支出について（差出分）
218,520

福祉局 更生相談所 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（１月分）の支出について（受取人払分）
38,175

福祉局 更生相談所 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（敷金等）３月分
2,884,840

福祉局 更生相談所 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（敷金等）３月分
5,334,000

福祉局 地域福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託料の支出について（西成区自立相談支援モデル事業）
7,644,000

福祉局 地域福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託料の支出について（西淀川区自立相談支援モデル事業）
4,284,000

福祉局 地域福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託料の支出について（西淀川区就労準備支援モデル事業）
1,816,762

福祉局 地域福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託料の支出について（西成区就労準備支援モデル事業）
2,715,825

福祉局 地域福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託料の支出について（東淀川区自立相談支援モデル事業）
5,964,000

福祉局 地域福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援事業用市内出張交通費（１２月分）の支出について
16,244

福祉局 地域福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託料の支出について（東淀川区就労準備支援モデル事業）
2,715,825

福祉局 地域福祉課 平成26年02月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　印刷製本費 「大阪市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画（案）」の冊子作成及び同経費の支出について
89,250

福祉局 地域福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　１０月分出張旅費の支出について
8,300

福祉局 地域福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（２月支給決定・民間賃貸住宅_２月中支払分）の支出について
610,800

福祉局 地域福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）経費の支出について（第３四半期）
64,000

福祉局 地域福祉課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）経費の支出について（第３四半期）
160,000

福祉局 地域福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）経費のの支出について（第３四半期）
64,000

福祉局 地域福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）経費の支出について（第３四半期）
160,000

福祉局 地域福祉課 平成26年02月21日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 自立支援事業用　自立支援センターにおけるキャリアカウンセリング業務委託料　　　　（平成２６年１月分）の支出について
771,225

福祉局 地域福祉課 平成26年02月21日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲１施設物品使用料（平成２６年１月分）の支出について
1,521,153

福祉局 地域福祉課 平成26年02月21日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲２施設物品使用料（平成２６年１月分）の支出について
1,771,350

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム（認定事務センター用）端末等機器増設に伴う機器の借入に係る所要経費の支出について（１月分）
114,849

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
225,738

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
297,938

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入の実施及び同所要経費の支出について（１月分）
255,306

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（住宅分２４台）借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
26,460

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入の実施及び同所要経費の支出について（１月分）
32,130

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
1,191,750

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分７７台）借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
72,660

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分２０３台）借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
612,948

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
1,174,543

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入の実施及び同所要経費の支出について（１月分）
1,551,939

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
297,937
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福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
203,076

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入の実施及び同所要経費の支出について（１月分）
224,997

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入の実施及び同所要経費の支出について（１月分）
393,447

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
595,875

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（１月分）
328,622

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴う改修業務２の実施及び同所要経費の支出について（１月完了分）
62,176,800

福祉局 地域福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（１月分）
983

福祉局 地域福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉課（企画グループ）市内出張交通費の支出について（１月分）
30,310

福祉局 地域福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度第3回大阪市福祉有償運送運営協議会にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
112,035

福祉局 地域福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度第3回大阪市福祉有償運送運営協議会にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
4,040

福祉局 地域福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（２月支給決定・府営住宅分）の支出について
33,900

福祉局 地域福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（２月支給決定・市営住宅分）の支出について
134,200

福祉局 地域福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
5,040

福祉局 地域福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉課一般事務用蛍光マーカー外１８点の購入にかかる経費の支出について
50,782

福祉局 地域福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度大阪市社会福祉大会会場使用料の支出について
168,609

福祉局 地域福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度上下水道料金等福祉減免措置廃止にかかる通知等事務経費の支出について
21,672,137

福祉局 地域福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度下水道料金福祉減免措置にかかる交付金（第３四半期分）の支出について
86,983,911

福祉局 地域福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度水道料金福祉減免措置にかかる交付金（第３四半期分）の支出について
150,196,269

福祉局 地域福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業の実施及び同経費の支出について（第１四半期から第４四半期）
3,384,338

福祉局 地域福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（２月支給決定・民間賃貸住宅_２月末支払分）の支出について
3,274,300

福祉局 地域福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業の実施及び同経費の支出について（第１四半期から第４四半期）
16,935,137

福祉局 保護課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（天王寺区ほか５地域）にかかる委託料の支出について（１１月分）
2,624,740

福祉局 保護課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度あいりん越年対策事業用パイプ椅子外５点の借入に係る経費の支出について
262,500

福祉局 保護課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度あいりん越年対策事業用集会用テント外５点借入に係る経費の支出について
588,000

福祉局 保護課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度あいりん越年対策事業　寝具借入に係る経費の支出について
4,473,866

福祉局 保護課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
18,000

福祉局 保護課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 あいりん越年対策事業南港臨時宿泊所にかかる機械警備及び巡回警備業務委託料の支出について（１０月～１２月分）
42,840

福祉局 保護課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度あいりん越年対策事業南港臨時宿泊所管理事務所外にかかる港湾局用地の土地賃借料の支出について
898,847

福祉局 保護課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
9,996

福祉局 保護課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（生野区ほか３地域）にかかる委託料の支出について（１１月分）
2,720,000

福祉局 保護課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（都島区ほか９地域）にかかる委託料の支出について（１１月分）
2,955,000

福祉局 保護課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（北区ほか３地域）にかかる委託料の支出について（１１月分）
1,655,000

福祉局 保護課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成26年2月分）の支出について
68,744,506

福祉局 保護課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成26年2月分）の支出について
233,165,789

福祉局 保護課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支出について（平成２５年１１月分）
29,860

福祉局 保護課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（２月分）　　　　　　　（淀川救護寮、淀川更生寮、大淀救護寮、大淀更生寮、港晴寮、第２港晴寮）
115,896,290

福祉局 保護課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
126,526

福祉局 保護課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
9,100

福祉局 保護課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２５年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２６年１月号）
10,395

福祉局 保護課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 平成２５年度あいりん越年対策事業南港臨時宿泊所にかかる電気料金の支出について（１月分）
257,490

福祉局 保護課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘送付等業務の実施について　平成２６年１月作業分
836,893

福祉局 保護課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（今池平和寮１２月分）
22,200

福祉局 保護課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（ホーリーホーム１２月分）
454,000

福祉局 保護課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（三徳寮１２月分）
1,855,300

福祉局 保護課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（淀川更生寮１２月分）
456,000

福祉局 保護課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２６年２月分の支出について
34,894,500

福祉局 保護課 平成26年02月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成２５年度「あいりんシェルター新築設計業務」委託料の支出について
2,100,000

福祉局 保護課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
2,310
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福祉局 保護課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（１０月分）の支出について　査察グループ
49,300

福祉局 保護課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（１１月分）の支出について　査察グループ
37,660

福祉局 保護課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（都島区ほか９地域）にかかる委託料の支出について（１２月分）
2,735,000

福祉局 保護課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（北区ほか３地域）にかかる委託料の支出について（１２月分）
1,500,000

福祉局 保護課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（生野区ほか３地域）にかかる委託料の支出について（１２月分）
2,825,000

福祉局 保護課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２５年１２月分）
1,238,880

福祉局 保護課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 平成２５年度あいりん越年対策事業用日用品セット買入の支出について
1,092,000

福祉局 保護課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２５年１２月審査分
1,603

福祉局 保護課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（１２月分）の支出について　査察グループ
42,950

福祉局 保護課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総福システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２５年１２月審査分
602,616

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 平成２５年度あいりん越年対策事業携帯電話の借入に伴う経費の支出について
125,265

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度あいりん越年対策事業　二段ベッド借入の支出について
3,572,100

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度あいりん越年対策事業用事務机外18点の借入の支出について
525,000

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人介護支援給付費審査支払手数料平成２６年１月審査分（２月支払分）の支出について
20,900

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等介護支援給付費　平成２６年１月審査分（２月支払分）の支出について
1,227,906

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 特定者資格証明書の印刷及び同経費の支出について
18,480

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用帳票（改ざん防止用紙等）の印刷及び同経費の支出について（３回目）
404,250

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２６年１月審査分（２月支払分）の支出について
5,491,285

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助内容点検等業務委託長期契約（概算契約）にかかる経費の支出について（１月分）
3,561,745

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
345,933

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システムサーバ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
241,500

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム共通ソフトウェア賃借にかかる支出について（１月分）
26,460

福祉局 保護課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２６年１月審査分（２月支払分）の支出について
459,141,927

福祉局 保護課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
9,723

福祉局 保護課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１月分：２）の支出について
255,465

福祉局 保護課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１月分：３）の支出について
120,172

福祉局 保護課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１２月業務分、１月分保護費）の支出について
1,410,570

福祉局 保護課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１月分：１）の支出について
133,560

福祉局 保護課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１月分：４）の支出について
318,937

福祉局 保護課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 平成２５年度あいりん越年対策事業にかかる南港臨時宿泊所水道料金（１月分）の支出について
547,940

福祉局 保護課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 平成２５年度あいりん越年対策事業にかかる南港臨時宿泊所水道料金（１月分）の支出について
292,624

福祉局 保護課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２６年１月申請分）
212,280

福祉局 保護課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２６年２月審査分）
21,951,416

福祉局 保護課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成２５年度　あいりん越年対策事業　東田保育所内殺菌作業業務委託契約
36,750

福祉局 保護課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成２５年度あいりん越年対策事業用面接会場警備業務委託の支出について
162,750

福祉局 保護課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度あいりん越年対策事業実施に係る南港臨時宿泊所一式借入契約及び同所要経費の支出について
29,295,000

福祉局 保護課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２５年度あいりん越年対策事業用バス借上請負契約にかかる支出について
1,302,000

福祉局 保護課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市中国残留邦人等に対する地域生活支援業務委託経費の支出について（１２月分）
2,144,895

福祉局 保護課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化担当・ケースワーカー用携帯電話端末の回線使用料の支出について（1月分）
164,769

福祉局 保護課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（天王寺区ほか５地域）にかかる委託料の支出について（１２月分）
2,579,830

福祉局 保護課 平成26年02月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　消耗品費 平成２５年度　あいりんシェルター利用者への配布用乾パン購入経費の支出について（第２回分納）
2,098,521

福祉局 保護課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 旅費　普通旅費 平成２５年度あいりん越年対策事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
8,010

福祉局 保護課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年３月分）の支出について
7,320,937,413

福祉局 保護課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年３月分）の支出について
3,412,706,465

福祉局 保護課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年３月分）の支出について
60,631,713

福祉局 保護課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年３月分）の支出について
25,123,604

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度あいりん越年対策事業用モノクロ複合機借入契約にかかる経費の支出について
58,800

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度あいりん越年対策事業用液晶テレビ（３２型）外１０点の借入契約について
1,228,500
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福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付審査支払委託料　平成２６年１月審査分の支出について
71,248

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年３月分）
17,972,273

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年３月分）
5,574,907

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年３月分）
8,000

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年３月分）
8,050

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付診療報酬　平成２６年２月審査分（概算払い）の支出について
14,943,000

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する２月分報酬及び交通費の支出について
75,660

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２４年度指定管理者制度導入施設の評価における専門家等の意見聴取にかかる委員報酬の支出について
32,010

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する２月分報酬及び交通費の支出について
3,380

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（２月分）
6,058

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金　平成２６年１月分の支出について
1,282,716

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（１月分）の支出について
21,460

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護審査支払委託料　平成２６年１月審査分の支出について
23,592,958

福祉局 保護課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２６年２月審査分（概算払い）の支出について
10,181,458,938

福祉局 保険年金課 平成26年02月03日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　２月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１月正常分娩）
39,060

福祉局 保険年金課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１月正常分娩）
76,751,582

福祉局 保険年金課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「１日人間ドック」委託料の支出について（１１月分・第６回）
10,714

福祉局 保険年金課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１１月分）第５回
265,738

福祉局 保険年金課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１２月分）第１回
12,215,198

福祉局 保険年金課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（１２月分・康仁会）
6,074

福祉局 保険年金課 平成26年02月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度保険料領収書作成及び所要経費の支出について
34,020

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料
東住吉区役所の耐震改修工事に伴う介護保険システム及び国民健康保険等システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務の実施及び同所要経費の
支出について 56,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料
東住吉区役所の耐震改修工事に伴う介護保険システム及び国民健康保険等システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務の実施及び同所要経費の
支出について 56,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度国民健康保険システムはがき加工処理業務料の支出について（１２月分）
103,063

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度国民健康保険システムはがき加工処理業務料の支出について（１２月分）
15,681

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成25年度国民健康保険システムはがき加工処理業務料の支出について（１２月分）
57,298

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成25年度国民健康保険システムはがき加工処理業務委託料の支出について（12月分）
158,051

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第10期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,741,313,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第10期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
307,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第10期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,450,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第10期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
307,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第１０期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,452,237,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料
東住吉区役所の耐震改修工事に伴う介護保険システム及び国民健康保険等システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務の実施及び同所要経費の
支出について 224,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
75,600

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（１０・１１月点検分）
11,443,488

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
2,213,215

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の経費の支出について(１２月分)
42,777

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
1,241,140

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市国民健康保険運営協議会第１回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
11,805

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 旅費　費用弁償 平成２５年度大阪市国民健康保険運営協議会第１回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
800

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　窓口更新通知書外2点の印刷経費の支出について（第2回）
91,350
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福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 財産調査業務用レターパックの購入にかかる資金前渡について
98,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１２月分）
8,524,789

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１２月分）
403,463

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（12月分・松徳会）
84,625

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１２月分）
1,812,909

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１２月分）
3,203,421

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
861,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
172,200

福祉局 保険年金課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（２月分）
2,087,055,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（督促手数料・延滞金制度改正に伴うシステム改修）について
23,116,065

福祉局 保険年金課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにおける請負業務の所要経費の支出について（１２月処理分）
77,168

福祉局 保険年金課 平成26年02月10日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（督促手数料・延滞金制度改正に伴うシステム改修）について
7,367,640

福祉局 保険年金課 平成26年02月10日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　手数料 国保・後期　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにおける請負業務の所要経費の支出について（１２月処理分）
264

福祉局 保険年金課 平成26年02月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年１月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
300

福祉局 保険年金課 平成26年02月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（２月１０日支払分）
259,640

福祉局 保険年金課 平成26年02月12日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（外国人住民に関する国籍等固有情報の年金機構への連携対応他２件）の支出について
16,719,045

福祉局 保険年金課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（未収金対策の強化に伴うシステム改修(執行停止支援システムの導入)）にかかる経費の支出について
4,218,900

福祉局 保険年金課 平成26年02月12日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（２月１２日支払分）
2,300

福祉局 保険年金課 平成26年02月12日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（２月１２日支払分）
1,300

福祉局 保険年金課 平成26年02月12日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（２月１２日支払分）
33,372

福祉局 保険年金課 平成26年02月13日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療事務用返信用封筒の買入及び所要経費の支出について
21,094

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（１月分）
5,703,764

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（１月分）
7,428,808

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（１月追加分）
1,006

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（1月分）
11,791,065

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年１月分）
59,952,244

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費負担
金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（平成２６年１月分）
24,606

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年１月分）
5,126,836

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第10期分）
347,633,687

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第10期分）
1,388,088,720

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２５年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の支出について（１月分）
251,354

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成25年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の支出について（１月分）
19,119

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成25年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の支出について（１月分）
60,751

福祉局 保険年金課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２５年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の支出について（１月分）
211,604

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：２月審査概算払分）
188,675,203

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（２月審査概算払分）
346,660,825

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１月異常分娩）
29,820

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（12月審査分）
29,806,112

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事務用療養の給付費（一般概算）の支出について（2月概算払分）
11,491,687,837

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（２月決定分）
472,603,338

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（2月決定分）
1,622,059,499

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（2月決定分）
18,969

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１月異常分娩）
57,336,225

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（12月審査分）
1,255,323

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付（退職）の支出について（1月審査分）
695,033,276

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（２月決定分）
16,860,970
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福祉局 保険年金課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（2月決定分）
98,135,634

福祉局 保険年金課 平成26年02月18日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（１月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,101,624,618

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料
東住吉区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム及び介護保険システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務に係る経費の支出につい
て 74,666

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 住之江区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務にかかる経費の支出について
41,400

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料
東住吉区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム及び介護保険システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務に係る経費の支出につい
て 37,333

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務・国保収納事務用　平成２５年度国民健康保険被保険者証等電算処理業務委託にかかる経費の支出について（３/３回目）
154,930

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務・国保収納事務用　平成２５年度国民健康保険被保険者証等封入封緘等業務委託にかかる経費の支出について（３/３回目）
285,488

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 住之江区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務にかかる経費の支出について
207,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料
東住吉区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム及び介護保険システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務に係る経費の支出につい
て 186,668

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の賃借契約にかかる経費の支出について(１月分)
42,777

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２５年度特定健康診査（集団健診）に関する業務委託にかかる所要経費の支出について（２６年１月分）
8,268,439

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１２月分）第２回
2,425,279

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料
東住吉区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム及び介護保険システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務に係る経費の支出につい
て 37,333

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 住之江区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務にかかる経費の支出について
41,400

福祉局 保険年金課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料
東住吉区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム及び介護保険システム用端末機器等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務に係る経費の支出につい
て 210,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
102,720

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：１月審査分）
2,126,304

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（１月分）
3,242,122

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度医療助成事務用市内出張交通費の支払について（１２月分）
1,960

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
7,643,136

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
235,872

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（1月分　柔整）
2,637,080

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（1月分　レセ電）
635,438

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（1月分　調剤）
37,382,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る１月分（１１月施術・一般）の支出について
96,315,171

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る１月分（１１月施術・退職）の支出について
3,607,780

福祉局 保険年金課 平成26年02月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２５年度後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（１２月分）
4,370

福祉局 保険年金課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について（２月決定分）
3,632,338

福祉局 保険年金課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（２月決定分）
4,675,899

福祉局 保険年金課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用「ヘルスアップ国保倶楽部」委託料の支出について（１２月末日締分）
57,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度保険料口座振替依頼書の買入及び所要経費の支出について
241,500

福祉局 保険年金課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保高額療養費・医療費通知事後処理業務にかかる委託料の支出について（１月分）
106,018

福祉局 保険年金課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度国民健康保険システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（平成２６年１月分）
53,572

福祉局 保険年金課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　国民健康保険料督促状外３点の印刷経費の支出について（第２回）
833,490

福祉局 保険年金課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２５年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託経費の支出について（１月分）
535,906

福祉局 保険年金課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 医療費通知（国保）の印刷にかかる経費の支出について（１月納品分）
358,281

福祉局 保険年金課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保高額療養費・医療費通知事後処理業務にかかる委託料の支出について（１月分）
555,119

福祉局 保険年金課 平成26年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢者医療事務用料金受取人払い郵便料金の支出について（１月分）
295

福祉局 保険年金課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２５年１２月分）
9,632

福祉局 保険年金課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２６年２月分)
279,391

福祉局 保険年金課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年１月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,383,594

福祉局 保険年金課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年１月審査分特定健康診査等委託料の支出について
48,892,723

福祉局 保険年金課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 特定健康診査受診勧奨はがき作製業務（概算契約）と所要経費の支出について
2,290,967

福祉局 保険年金課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年１月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
101,503

福祉局 保険年金課 平成26年02月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度保険料仮徴収額・特別徴収開始通知書（バッチ用）作成及び所要経費の支出について
60,049

福祉局 保険年金課 平成26年02月25日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（２月２５日支払分）
279,097

福祉局 保険年金課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 平成２５年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（１月分）
28,770

福祉局 保険年金課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用（老人・重度障害・ひとり親）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２６年１月分）
49,373
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福祉局 保険年金課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用（老人・重度障害・ひとり親）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２６年１月分）
108,219

福祉局 保険年金課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用（老人・重度障害・ひとり親）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２６年１月分）
19,764

福祉局 保険年金課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険（高額療養費支給申請書、療養費支給申請書（鍼灸）、レセプト保留解除）システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（１月分）
451,359

福祉局 保険年金課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成25年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託経費の支出について（1月分）
303,336

福祉局 保険年金課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成25年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務委託経費の支出について（1月分）
858,581

福祉局 保険年金課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成25年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等処理業務委託料の支出について（26年1月分）
191,138

福祉局 保険年金課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成25年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託料の支出について（26年１月分）
90,745

福祉局 保険年金課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成25年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務委託料の支出について（26年１月分）
106,620

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約にかかる経費の支出について(１月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約に係る経費の支出について(１月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）社会保険法規総覧追録２１５９号外７点の買入及び経費の支出について
218,400

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約に係る経費の支出について(１月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約にかかる経費の支出について(１月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：１月審査分）
1,245,940

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約に係る経費の支出について(１月分)
75,600

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約にかかる経費の支出について(１月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約に係る経費の支出について(１月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）社会保険法規総覧追録２１５９号外７点の買入及び経費の支出について
23,940

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約にかかる経費の支出について(１月分)
2,213,215

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約に係る経費の支出について(１月分)
1,241,140

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２５年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）の費用の支出につい
て（１月分 237,930

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（１月分）
288,382

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約に係る経費の支出について(１月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約にかかる経費の支出について(１月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約に係る経費の支出について(１月分)
172,200

福祉局 保険年金課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約にかかる経費の支出について(１月分)
861,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 国保給付事務用　市内出張交通費（１０～１２月分）の支出について
340

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（１月分）
136,225

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（１月分）
31,605

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：２月審査概算払分）
106,723,678

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用受給者別一覧表マスターの複写磁気テープ作成業務委託料の支出について（２月処理分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：１月審査分）
340,752

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度　大阪府後期高齢者医療広域連合共通経費負担金の支出について（２月納入分）
57,547,754

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（２月審査概算払分）
24,070,696

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保給付事務用　市内出張交通費（１０～１２月分）の支出について
28,220

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保事務用　トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
23,310

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２６年１月分）
188,337

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（１月分）
66,880

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
26,490

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
1,843,151

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健診受診券郵送料及び特定健診（集団実施分）にかかる結果通知表郵送料（１月分）の支出について
390,140

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 大阪市国保特定健康診査受診券等作成及び印字・事務処理業務委託（概算契約）１月分にかかる所要経費の支出について
131,549

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（１月分）
8,624,590

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（１月分・康仁会）
13,760

福祉局 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１月分）第１回
12,557,656

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（西部）用委託料の支出について（平成２６年１月分から３月分）
3,000,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（１２月分）
16,854,550

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第30号）
51,500
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福祉局 障がい福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第38号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第40号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（12月分）の支出について②
8,238,840

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者等基礎調査にかかる封入・封緘業務（事業所・発達・高次脳・入所施設・特定疾患・小児慢性）にかかる委託料の支出について
9,300

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について（はあとらんど浅香）
3,593,400

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月07日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者等基礎調査にかかる封入・封緘業務（事業所・発達・高次脳・入所施設・特定疾患・小児慢性）にかかる委託料の支出について
2,600

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者相談支援センター事業にかかる委託料の支出について（第４四半期分）（３区分）
9,077,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第34号）
81,800

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度特別障がい者手当等給付費の支出について（１月決議分）
346,527,820

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等１月決議分）
915,800

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 障がい者会館（浅香、矢田、日之出、生江、西成）住吉総合福祉センター財産処分に伴う府補助金返還金の支出について
18,867,242

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい児等療育支援事業委託料の支出について（１０～１２月分）
6,091,470

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第37号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について（Link･Cocolo）
4,171,250

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について（西淡路希望の家）
1,629,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月14日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（２月分）
22,460,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 もと日之出共同作業場管理用電気代の支出について（平成26年1月分）
440

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 第40回大阪市障がい者スキー教室事業への随行及び飯山市への表敬訪問ための出張及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
27,780

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度もと日之出共同作業場機械警備業務委託料の支出について（平成26年1月分）
12,285

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第27号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 役務費　通信運搬費 平成２５年度大阪市障がい者等基礎調査における料金受取人払郵便料の支払いについて（平成26年1月分）
1,056,380

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月24日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 役務費　通信運搬費 平成２５年度大阪市障がい者等基礎調査における料金受取人払郵便料の支払いについて（平成26年1月分）
351,635

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月25日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度心身障がい者扶養共済事業弔慰金の支給について
150,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる委託料の支出について（１２月分）
801,212

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月27日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２５年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（２月分）
4,050,200

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成25年度特別障がい者手当等の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（平成25年12月～平成26年1月会議開催分）
160,050

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 クラフトテープ　外１７点買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
71,295

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度身体障がい者無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター１月分）
50,640

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度身体障がい者無料診断制度にかかる委託料の支出について（南大阪小児リハビリテーション病院１月分）
4,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度身体障がい者無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院１月分）
26,650

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 西成購買施設・もと北津守の里機械警備業務委託費の支出について（1月分）
12,741

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度市営交通乗車証等更新交付申請書等封入封緘等業務委託料の支出について
353,413

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者相談支援センター事業にかかる委託料の支出について（住宅入居等支援事業東淀川区第２回中間分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（１月差押分）の支出について
9,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（１月分）の支出について
67,067,280

福祉局 障がい福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２５年度市営交通乗車証等更新交付申請書等封入封緘等業務委託料の支出について
80,003

福祉局 障がい支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成25年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（12月分）
20,320

福祉局 障がい支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（12月分）２
73,930

福祉局 障がい支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（平成25年12月分　障がい支援課分）
26,401

福祉局 障がい支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年1月分（4回目／6回））
39,495

福祉局 障がい支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その８）
107,100

福祉局 障がい支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（12月分）
132,469

福祉局 障がい支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市福祉ホーム事業（他市町村型）の業務委託契約にかかる委託料の支出について
56,430

福祉局 障がい支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業（駆けつけ対応）用委託料の支出について（１２月分）
10,290

福祉局 障がい支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度障がい福祉サービス費の支出について（１月請求分）
147,683

福祉局 障がい支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度移動支援サービス費の支出について（１月請求分）
23,500

福祉局 障がい支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2511号）
55,710

福祉局 障がい支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度療養介護医療費（手払）の支出について（平成２５年１２月分）
317,370
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福祉局 障がい支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市重症心身障がい者通所施設交通費（１２月分）の支出について
11,950

福祉局 障がい支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１４）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１３）
100,485

福祉局 障がい支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１６）
118,576

福祉局 障がい支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１４）
134,400

福祉局 障がい支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 障がい程度区分認定事務用窓あき封筒外1点の買入に係る経費の支出について
269,535

福祉局 障がい支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年1月分（5回目／6回））
62,218

福祉局 障がい支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市地域活動支援センター事業（活動支援Ａ型）支出について（下半期）
7,415,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査に係る手話通訳者派遣事業委託料の支出について（平成25年12月分）
13,230

福祉局 障がい支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査８月～１２月実施）
170,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（平成25年12月分）
4,216,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度　障がい福祉サービス費の支出について（1月審査分）
3,477,083,673

福祉局 障がい支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度　障がい児給付費の支出について（1月審査分）
293,950,337

福祉局 障がい支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（１２月分）
1,604,795

福祉局 障がい支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（1月審査分）
224,415,212

福祉局 障がい支援課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１８）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１０）
559,293

福祉局 障がい支援課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その９）
364,665

福祉局 障がい支援課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2512号）
95,220

福祉局 障がい支援課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度第二子等障がい児利用施設等利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（12月分【１】）
204,940

福祉局 障がい支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１７）
128,100

福祉局 障がい支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 障がい情報バリアフリー化支援事業用助成金の支出について（第22号）
93,800

福祉局 障がい支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１５）
112,035

福祉局 障がい支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その２０）
91,770

福祉局 障がい支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療にかかる電子媒体による連名簿データ提供業務にかかる委託料（１月提供（１２月審査）分）の支出について
22,844

福祉局 障がい支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業用委託料の支出について（第3四半期分）
172,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（１０月～１２月分）
1,386,138

福祉局 障がい支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
198,480

福祉局 障がい支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（12月分）３
438,452

福祉局 障がい支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度重度障がい者等入院時コミュニケーション事業費の支出について
88,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市障がい者グループホーム等整備費及び設備整備費補助金の支出について
500,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市障がい者グループホーム等整備費及び設備整備費補助金の支出について
6,600,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年1月分（6回目／6回））
23,502

福祉局 障がい支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（１月受付分）
640,950

福祉局 障がい支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（１月受付分）
917,850

福祉局 障がい支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（１月受付分）
4,048,500

福祉局 障がい支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度第二子等障がい児利用施設等利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（12月分【２】）
2,073

福祉局 障がい支援課 平成26年02月17日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市障がい者グループホーム等整備費及び設備整備費補助金の支出について
999,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１１）
231,210

福祉局 障がい支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１２）
261,240

福祉局 障がい支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保１２月診療分）
16,694,808

福祉局 障がい支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢１２月診療分）
1,833,774

福祉局 障がい支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度療養介護医療費（後期高齢）12月診療分の支出について
450,780

福祉局 障がい支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（12月診療分）
1,754,541

福祉局 障がい支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度療養介護医療費（国保）12月診療分の支出について
21,333,556

福祉局 障がい支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（12月診療分）
1,430,212

福祉局 障がい支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（12月診療分）
647,154

福祉局 障がい支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その２０）
9,450
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福祉局 障がい支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その２１）
105,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その１）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その２２）
76,335

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者福祉電話事業用FAX購入費の支出について（平成26年1月分）
23,100

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料及び使用料の支出について（平成26年2月分（1回目／6回））
53,757

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１９）
62,685

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度療養介護医療費（国保・審手）1月審査分の支出について
14,764

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査８～１月実施分）
27,200

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢１２月診療・１月審査分）
17,677

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保１２月診療・１月審査分）
53,434

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（１月審査分）
2,410

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保１２月診療・１月審査分））
271,744

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（12月診療分）
8,793

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度療養介護医療費（後期高齢・審手）1月審査分の支出について
652

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度療養介護医療費（社保）1月審査分の支出について
1,058

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（１月審査分）
6,328

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（１月分）
82,950

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい者福祉電話事業用通信料及び使用料の支出について（平成26年2月分（1回目／6回））
4,557

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保１２月診療・１月審査分））
703,775,003

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（12月診療分）
7,278,182

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度療養介護医療費（社保）12月分の支出について
2,208,730

福祉局 障がい支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（１月審査分）
20,790

福祉局 障がい支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２６年１月分　障がい支援課負担分）
5,338

福祉局 障がい支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２６年１月分　障がい支援課負担分）
2,612

福祉局 障がい支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その２３）
163,485

福祉局 障がい支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その６）
99,750

福祉局 障がい支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月・２月請求分）
163,800

福祉局 障がい支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その１６）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査１月実施分その２）
40,800

福祉局 障がい支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（淀川区3号、東淀川区18号、生野区9・10号、城東区090058405号、住之江区10号、平野区8・9号）
26,400

福祉局 障がい支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（生野区第11号、鶴見区第7・8号、住之江区第11号）
58,488

福祉局 障がい支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（住吉区第27・28・29・30号）
78,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その４）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年2月分（2回目／6回））
37,009

福祉局 障がい支援課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その６）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2513号）
39,510

福祉局 障がい支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい程度区分判定端末用ソフトウェア借入に係る経費の支出について
19,824

福祉局 障がい支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい程度区分判定端末機器の借入に係る経費の支出について（１月分）
129,360

福祉局 障がい支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
226,723

福祉局 障がい支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（１０月～１２月分）
690,705

福祉局 障がい支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業（駆けつけ対応）用委託料の支出について（１月分）
5,145

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい程度区分認定審査会委員報酬並びに費用弁償の支出について（平成26年1月分）
3,215,065

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい程度区分認定審査会委員報酬並びに費用弁償の支出について（平成26年1月分）
78,800

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい程度区分認定調査市内出張旅費の支出について（１２月分）
22,514

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年2月分（3回目／6回））
36,467

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年1月分　工事費）
19,215

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい程度区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成26年1月分）
424,975

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 国保連合会へのデータ送受信用ＩＳＤＮ回線接続料の支出について（１月利用分）
6,762
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福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その８）
302,190

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月、２月請求分）
114,870

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月、２月請求分）
135,450

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その７）
864,738

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（第３四半期分）
3,200,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療受給者別一覧表及び過誤内訳書の複写磁気媒体の作成業務（２月提供（１月審査）分）委託料の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園１月分）
5,818,506

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度障がい程度区分認定調査に係る介添人派遣事業の委託料の支出について（５月～１２月分）
8,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設（措置費）の支払について（１月分及び４～12月分保護単価差額精算分）
49,056,168

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（１月分）
37,200

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（１月分）
13,883,473

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（11・12・１月分）
641,791

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（第３四半期分）
123,600

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市障がい者グループホーム等整備費及び設備整備費補助金の支出について
482,000

福祉局 障がい支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市障がい者グループホーム等整備費及び設備整備費補助金の支出について
567,000

福祉局 運営指導課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい福祉サービス事業者指定・指導にかかる市内・近接地出張交通費の支出について（１２月分）
35,160

福祉局 運営指導課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度大阪市移動支援事業者に対する集団指導に係る経費の支出について（会場使用料）
31,400

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（１月分１回目/全６回）の支出について
3,313

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（福島区・第１回）の支出について
139,878

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（都島区・第１回）の支出について
134,730

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（東成区・第２回）の支出について
188,459

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 「都市部の自治体と老健局との意見交換会」（８月６日開催）出席にかかる所要経費の支出について
28,820

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 「第５回都市部の高齢化対策に関する検討会」（９月２０日開催）出席にかかる所要経費の支出について
28,420

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（４５回目）
1,461,500

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２５年度高齢者住宅改修費給付事業用委託料（理学療法士・作業療法士）の支出について（平成２５年第３四半期）
428,010

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２５年度高齢者住宅改修費給付事業用委託料（建築士審査業務）の支出について（平成２５年度第３四半期）
1,547,700

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
30,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（８月～１月実施分）（４６回目）
3,568,944

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（12月分2回目）
1,593,600

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（１月分２回目/全６回）の支出について
3,044

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（城東区・第１回）の支出について
357,965

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１２月分３回目）
1,920,986

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（４７回目）
2,442,760

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防事業用事業参加健診受診票返送用封筒の買入及び同所要経費の支出について
132,300

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（４８回目）
2,035,216

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（１２月分）
16,800

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１２月４回目）
640,778

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「Ｑ＆Ａ　社会福祉法人の法務・会計・税務」追録２３号にかかる買入経費の支出について
3,050

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 ハイリスクアプローチ事業用帳票の作成及び同所要経費の支出について
220,500

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 ハイリスクアプローチ事業用帳票の作成及び同所要経費の支出について
47,880

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（12月分・7月～11月追加分）
969,150

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（４６回目）
1,062,866

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会（平成26年１月23日(木)）の開催にかかる委員報酬等の支出について
80,025

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会（平成26年１月23日(木)）の開催にかかる委員報酬等の支出について
4,920

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
30,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～１月実施分）（４７回目）
1,460,544

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（１月分）
127,008

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成２６年１月分）
63,000
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福祉局 高齢福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（１月分３回目/全６回）の支出について
535

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（１月分４回目/全６回）の支出について
2,084

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（東淀川区・第１回）の支出について
157,275

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（大正区・第１回）の支出について
476,385

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 平成２５年度介護予防健診等委託料の支出について（１２月実施分）
3,053,319

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分１回目）
606,676

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（１月分５回目/全６回）の支出について
2,931

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業【駆けつけ対応業務費】の支出について（１月分）
529,935

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
10,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（４９回目）
1,603,280

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（1月分・11～12月追加分）
26,573,950

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 認知症地域医療支援研修事業並びに認知症緊急対応事業受託法人選定会議にかかる報償金の支出について
83,910

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（１月分）の支出について
51,345

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（１２月分２回目）の支出について
51,450

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（１月稼働分）の支出について
6,681,813

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（１月分）
19,380

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（１月稼働分）の支出について
4,113,375

福祉局 高齢福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（１２月分）
13,230,500

福祉局 高齢施設課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと大阪市立信太山老人ホーム機械警備及び巡回警備業務委託料（第３四半期分）の支出について
182,700

福祉局 高齢施設課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度老人保護措置費の支出について（平成２６年２月分）
222,319,344

福祉局 高齢施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢施設課職員用）平成25年12月分市内出張交通費（近接地含む）の支出について
19,820

福祉局 高齢施設課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度老人保護措置費の支出について（京都府立洛南寮１月分）
144,990

福祉局 高齢施設課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（１月分）
258

福祉局 高齢施設課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（１月分）
23,472

福祉局 高齢施設課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（１月分）
77,382

福祉局 高齢施設課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（１月分）
1,163,567

福祉局 高齢施設課 平成26年02月20日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（１月分）
6,964

福祉局 高齢施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
1,280

福祉局 高齢施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと大阪市立天野苑機械警備業務委託料（平成２６年１月分）の支出について
7,350

福祉局 高齢施設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について
3,915,146

福祉局 いきがい課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ旭の電気代の支出について　１月分（機械警備用）
1,353

福祉局 いきがい課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ平野電気代の支出について　12月分（機械警備用）
2,745

福祉局 いきがい課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金の支出について（上半期：北区　クラブ温泉外３２２件）
13,190,360

福祉局 いきがい課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（１２月分）の支出について
14,838,765

福祉局 いきがい課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ浅香電気代の支出について　１月分（機械警備用）
1,243

福祉局 いきがい課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 第２６回全国健康福祉祭こうち大会の選手団派遣事業にかかる出張命令について
51,340

福祉局 いきがい課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム日之出荘・地域活動支援プラザ新大阪電気代の支出について　1月分（機械警備用）
2,856

福祉局 いきがい課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ淀川電気代の支出について　1月分（機械警備用）
1,243

福祉局 いきがい課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（１２月分）の支出について
500,562

福祉局 いきがい課 平成26年02月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと浪速老人福祉センター附属用地樹木撤去業務の実施及び同所要経費の支出について
94,500

福祉局 いきがい課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ東住吉電気代の支出について　１月分（機械警備用）
658

福祉局 いきがい課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム延寿荘・西成地域活動支援プラザ電気代の支出について　1月分（機械警備用）
6,142

福祉局 いきがい課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（１２月分）の支出について
684,958,420

福祉局 いきがい課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度いきがい課市内出張交通費の支払について（１月分）
33,604

福祉局 いきがい課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（１月分）経費の支出について
43,498

福祉局 いきがい課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もとにしはま荘電気代の支出について　1月分（機械警備用）
10,720

福祉局 いきがい課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書及び納付書郵送料（１月分）の支出について
333,136

福祉局 介護保険課 平成26年02月03日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、２月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
1,140,000
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福祉局 介護保険課 平成26年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
54,600

福祉局 介護保険課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成25年度11月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
4,168

福祉局 介護保険課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成25年度11月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
58,450

福祉局 介護保険課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（12月分）
1,513,531

福祉局 介護保険課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（12月分）
128,148

福祉局 介護保険課 平成26年02月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
35,700

福祉局 介護保険課 平成26年02月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分①)
12,600

福祉局 介護保険課 平成26年02月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分③)
38,000

福祉局 介護保険課 平成26年02月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分②)
21,000

福祉局 介護保険課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（12月分）
1,041

福祉局 介護保険課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（12月分）
5,763

福祉局 介護保険課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
21,000

福祉局 介護保険課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑦)
18,900

福祉局 介護保険課 平成26年02月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑨)
94,500

福祉局 介護保険課 平成26年02月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑥)
18,900

福祉局 介護保険課 平成26年02月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分【他】①)
94,500

福祉局 介護保険課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑤)
96,530

福祉局 介護保険課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分④)
21,295

福祉局 介護保険課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分【他】②)
40,950

福祉局 介護保険課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑧)
3,675

福祉局 介護保険課 平成26年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（12月分【他】③）
69,300

福祉局 介護保険課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
13,471

福祉局 介護保険課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
85,050

福祉局 介護保険課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（12月分⑩）
15,750

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（1月分）
1,061

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
89,880

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定調査員現任研修（後期）にかかる会議室使用料（社会福祉センター分）の支出について
21,600

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（1月分）
5,876

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度介護サービス等給付費の支払いについて（１月支給決定分）
70,603,527

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（１月支給決定分）
45,610,652

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（１月支給決定分）
147,749,822

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（１月支給決定分）
296,772

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度特定入所者介護サービス費の支払について（１月支給決定分）
45,260

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、２月分還付金の支出について（口座、歳出）
660,573

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１月年金保険者還付金の支出について（厚生年金、歳出）
5,400

福祉局 介護保険課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１月年金保険者還付金の支出について（基礎年金、歳出）
57,797

福祉局 介護保険課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
39,900

福祉局 介護保険課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（１２月分）
55,924,050

福祉局 介護保険課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
12,270

福祉局 介護保険課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について
12,480

福祉局 介護保険課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 関西７都市介護保険担当課長会議（平成２５年度後期）にかかる職員の出席及び同所要経費の支出について
34,560

福祉局 介護保険課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
53,550

福祉局 介護保険課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（12月分【他】④）
12,600

福祉局 介護保険課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託経費の支出について（第３四半期分）
289,691

福祉局 介護保険課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託経費の支出について（第３四半期分）
191,273

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（1月分）
2,593

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成25年１月審査分）
665

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成25年１月審査分）
65,173



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(2月分)
14,462

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(2月分)
29,552

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
52,500

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
31,500

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(１２月分)
907,200

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分【他】④)
18,900

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（1月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年1月審査分）
14,971,654,395

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年1月審査分）
1,170,607,380

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成25年１月審査分）
259,765,786

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成25年１月審査分）
517,820,135

福祉局 介護保険課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成25年１月審査分）
16,053,360

福祉局 介護保険課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について（2月分）
60,559

福祉局 介護保険課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について（2月分）
6,005

福祉局 介護保険課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年1月分）の支出について
2,870

福祉局 介護保険課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年1月分）の支出について
17,150

福祉局 介護保険課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスターデータ借用にかかる所要経費の支出について（12月更新分）
17,850

福祉局 介護保険課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について（2月分）
33,244

福祉局 介護保険課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年1月分）の支出について
5,410

福祉局 介護保険課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用、１月分端末機器等長期借入経費の支出について
100,422

福祉局 介護保険課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（１月分）
3,946,845

福祉局 介護保険課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用、１月分端末機器等長期借入経費の支出について
1,661,436

福祉局 介護保険課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用、１月分サーバ機器等長期借入経費の支出について
2,740,920

福祉局 介護保険課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬の支出について（平成２５年４月～１２月分追給）
208,065

福祉局 介護保険課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（１月分）
26,147,805

福祉局 介護保険課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（１月分）
215,350

福祉局 介護保険課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
70,350

福祉局 介護保険課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（１月分）
22,721,025

福祉局 介護保険課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（１月分）
1,643,190

福祉局 介護保険課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる同所要経費の支出について（平成26年1月分）
78,750

福祉局 介護保険課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について(1月分)
152,797

福祉局 介護保険課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
14,700

福祉局 介護保険課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成26年1月分）
2,646

福祉局 介護保険課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成26年1月分）
65,068

福祉局 介護保険課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
312,375

福祉局 介護保険課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
260,841

福祉局 介護保険課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
275,205

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（1月分）
30,224

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 「介護保険料特別徴収開始のお知らせ」の作成にかかる経費の支出について
43,890

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
1,970,096

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
9,336,044

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託経費の支出について（１月分）
441,757

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険制度ハンドブックのデザイン・版下作成業務にかかる同経費の支出について
42,000

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
647,460

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（1月分）
167,317

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（１月分）
7,480,850

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
65,100

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２５年度要介護認定調査の手話通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（１月分）
26,460



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報
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福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分②）
9,450

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分③）
45,600

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分①）
8,400

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２５年度介護保険要介護認定調査業務委託料の支出について（１月分）
72,329,913

福祉局 介護保険課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、２月分還付金の支出について（口座、歳出）
412,049

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　「地方財務実務提要」追録購経費の支出について
6,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１２月分の支出について
12,077

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ尿取パッド買入（単価契約）の支出について（平成２５年１２月分）
9,828

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について（平成２５年１２月分）
78,701

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１２月分の支出について
3,704

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１２月分の支出について
16,570

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンターにおける認知症疾患医療の視察にかかる旅費の支出について
43,680

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　新聞購読料（１０～１２月分）の支出について
67,029

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（打腱器）購入経費の支出について
3,307

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（ゴムチューブ）購入経費の支出について
1,050

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　パッキン購入にかかる経費の支出について
346

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療介護用手袋（ソフトにぎっ手）購入経費の支出について
4,189

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（エレンタール配合内用剤）購入経費の支出について
72,954

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託（契約項目以外分）にかかる経費の支出について
2,310

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　シャウカステン購入にかかる経費の支出について
89,250

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（１２月分）
3,721

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇ　外２点）購入経費の支出について
98,668

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　潤滑剤外７点の買入及び経費の支出について
10,426

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光灯外８点の買入及び経費の支出について
74,392

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ外１３点の買入及び経費の支出について
6,197

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　潤滑剤外７点の買入及び経費の支出について
17,367

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　管外出張旅費（１２月分）の支出について
17,800

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　潤滑剤外７点の買入及び経費の支出について
6,300

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ外１３点の買入及び経費の支出について
45,365

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
3,566

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
24,967

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
10,492

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
17,526

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　パルスオキシメーター購入経費の支出について
14,595

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
7,416

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
14,960

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　認知症講演会にかかる講師謝礼金の支出について（１月分）
23,700

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金１月分の支出について
12,060

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（１月分）
1,612,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　シュレッダー購入経費の支出について
19,950

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院医療用　医薬品注入コントローラ購入経費の支出について
69,615

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　大阪市立弘済院　受水槽・高架水槽保守点検および検査業務委託の実施にともなう所要経費の支出について
281,400

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　はくパンツ大きいサイズ買入及び経費の支出について
37,044

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託料の支出について（長期継続契約）　１月分
1,710,135

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託料の支出について（長期継続契約）　１月分
2,376,727

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　臨時職員定期健康診断業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
192,150

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院臨床治験用　「認知症ケア事例ジャーナル」第６巻第３号の別刷り購入経費の支出について
52,500

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　一般廃棄物収集運搬業務委託の実施および同経費の支出について　１月分
140,490
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福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　害虫等防除業務委託経費の支出について　１月分
28,700

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建物等維持管理業務委託経費の支出について　１月分
1,123,500

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について　１月分
48,906

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入契約および経費の支出について　１月分
5,056

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について　１月分
64,581

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２１年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について　１月分
44,764

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療廃棄物処理委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
23,982

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院　臨床検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
225,393

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医事業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
1,827,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　微生物検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
35,406

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１月分の支出について
9,681

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　備品修繕料 弘済院附属病院棟給湯器修繕経費の支出について
14,490

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について　１月分
1,549,625

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託経費の支出について　１月分
875,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１月分の支出について
3,856

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点（大阪市立弘済院）概算借入の経費の支出について（平成２６年１月分）
28,224

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おむつ（大阪市立弘済院）概算借入の経費の支出について（平成２６年１月分）
135,187

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　暖房機購入にかかる経費の支出について
10,710

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１月分の支出について
19,090

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　レターケース購入にかかる経費の支出について
9,408

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　フドー手袋修理にかかる経費の支出について
4,095

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点（大阪市立弘済院）概算借入の経費の支出について（平成２６年１月分）
45,361

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　第２９回日本静脈経腸栄養学会学術集会参加にかかる旅費の支出について
35,560

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ウィルコム電話料金の支出について（１月分）
10,006

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１月分
2,320

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて　１月分
25,429

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院事業用　ボイラー保守点検委託業務委託料の支出について（完納）
170,415

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　不燃性廃棄物処理業務（単価契約）委託料の支出について　１月分
23,625

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１月分
2,340

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について　１月分
199,495

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について　１月分
10,164

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について（平成２６年１月分）
81,723

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について（平成２６年１月分）
1,521

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（１月分）
4,282

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（オパルモン錠５μｇＰＴＰ）（単価契約）１月分経費の支出について
245,700

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（血圧計カフ）購入経費の支出について
1,417

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠２０ｍｇバラ）（単価契約）１月分経費の支出について
288,810

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）１月分経費の支出について
508,914

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）１月分経費の支出について
309,582

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
831,177

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
162,542

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
526,953

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠２０ｍｇヒート）（単価契約）１月分経費の支出について
693,157

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠５ｍｇヒート）（単価契約）１月分経費の支出について
253,354

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）１月分経費の支出について
229,542

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ１瓶）（単価契約）１月分経費の支出について
202,658

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
153,594

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１月分
12,910
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福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について　１月分
143,997

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について　１月分
714

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院医療用　酸素濃縮装置賃貸借にかかる経費の支出について（１月分）
46,357

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について（平成２６年１月分）
119,904

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　ビニール袋外８点の買入及び経費の支出について
10,080

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ外１６点の買入及び経費の支出について
19,781

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ外１６点の買入及び経費の支出について
9,861

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　ビニール袋外８点の買入及び経費の支出について
14,637

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠被験者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠介護者分）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠介護者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠被験者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠被験者分）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠介護者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
22,365

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
6,300

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
42,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
3,045

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ外１６点の買入及び経費の支出について
43,717

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　ビニール袋外８点の買入及び経費の支出について
26,061

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　電動ベッドのリモコン用手元スイッチフック購入にかかる経費の支出について
20,475

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
16,695

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
8,867

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（１月分）
85,722

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇヒート）（単価契約）１月分経費の支出について
64,113

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
9,261

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
208,173

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
87,402

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（ハイドロサイトジェントル銀　外１点）購入経費の支出について
85,050

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
16,212

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）１月分経費の支出について
513,324

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
185,692

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
40,666

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇバラ）（単価契約）１月分経費の支出について
440,622

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇＰＴＰ）（単価契約）１月分経費の支出について
144,606

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
1,044,835

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
2,044,432

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
75,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（爽快綿棒）購入経費の支出について
18,900

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
1,143,168

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）１月分経費の支出について
712,530

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（１月分）
5,617

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（１月分）
1,260
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福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　電離放射線測定業務委託にかかる委託料の支出について（２／２回目）
54,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムハードウェア保守委託にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
216,300

福祉局 弘済院管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムソフトウェア保守委託にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
355,950

福祉局 施設運営課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第２特養運営用　市内出張旅費の支出について（１２月分）
15,850

福祉局 施設運営課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 第２特養運営用　指定介護老人福祉施設に係る指定の更新申請にともなう手数料の支出について
16,000

福祉局 施設運営課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）　平成２６年１月分
57,288

福祉局 診療所 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成25年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる所要経費の支出について（１２月分）
11,421

福祉局 診療所 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成25年度外注検査業務委託契約（診断・判定分）にかかる所要経費の支出について（１２月分）
8,163

福祉局 診療所 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用感染性産業廃棄物処理業務（固形物収集運搬）委託料の支出について（平成２６年１月分）
2,440

福祉局 診療所 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用感染性産業廃棄物処理業務（固形物処分）委託料の支出について（平成２６年１月分）
2,520

福祉局 診療所 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用障がい者健康診査事業用封筒の購入経費の支出について
42,420

福祉局 診療所 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　医薬材料費 診療所業務用Ｘ線撮影用現像補充液　外１点の購入経費の支出について
135,660

福祉局 診療所 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料
診療所業務用「平成２５年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター脳波検査装置保守点検業務委託契約」の一部を変更する契約に伴う所要経費の支出につ
いて 254,625

福祉局 診療所 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　医薬材料費 診療所業務用真空採血管（生化学検査用）　外２点の購入経費の支出について
29,400

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用文具一式買入経費の支出について
19,764

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用トナー一式買入経費の支出について
32,773

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（1階平成25年12月分）
23,076

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成25年12月分）
6,585

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター市民啓発事業にかかる会場使用料の支出について（平成26年2月15日実施分）
33,500

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成25年12月分）
219

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成25年10月分）
50,680

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成25年12月分）
23,146

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ガソリン代の支出について（平成25年12月分）
41,543

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（平成25年12月分）
396,900

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 心身障がい者リハビリテーションセンター診療所業務用診療放射線技師の賃金の支出について（平成２６年１月分）
65,240

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（1階平成26年1月分）
26,380

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年1月分）
8,450

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年1月分）
3,000

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年1月分）
100

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入について
7,980

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成２５年１２月分）
15,400

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（平成２５年度１月分）
11,999

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（平成２５年度１月分）
5,911

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（平成２５年度１月分）
1,858

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度心身障害者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（1月分）
15,384

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２５年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター市民啓発事業「公開講座」にかかる講師報償金の支出について
22,160

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
100,330

福祉局 相談課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 備品購入費　庁用器具費 地域サポートコーチ用キャビネットの購入及び同経費の支出について
49,702

福祉局 相談課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 知的障がい者相談・判定事業用　平成２５年度全国知的障害者更生相談所長協議会第２回幹事会の出席にかかる経費の支出について
29,560

福祉局 相談課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 知的障がい者相談・判定事業用　検査用具・検査用紙の買入及び同経費の支出について
329,889

福祉局 相談課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 知的障がい者相談・判定事業用　検査用紙等の買入及び同経費の支出について
83,475

福祉局 相談課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 更生相談判定事業用　平成２５年度近畿ブロック身体障害者更生相談所長・職員合同研修会及び職員研究協議会の出席にかかる経費の支出について
6,080

福祉局 相談課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 更生相談判定事業用　平成２５年度近畿ブロック身体障害者更生相談所長・職員合同研修会及び職員研究協議会の出席にかかる経費の支出について
6,160

福祉局 相談課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 更生相談判定事業用　平成２５年度近畿ブロック身体障害者更生相談所長・職員合同研修会及び職員研究協議会の出席にかかる経費の支出について
6,180

福祉局 相談課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 手帳交付事務用　身体障がい者手帳写真用テープのり買入及び同所要経費の支出について
14,616

福祉局 相談課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 更生相談判定事業用　相談記録外２点印刷及び同所要経費の支出について
201,390

建設局 管理部管理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路台帳管理システムデータ整備業務委託費の支出について
1,995,000

建設局 管理部管理課 平成26年02月03日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（12月分）豊崎駐車場
178,748
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建設局 管理部管理課 平成26年02月03日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（12月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
561,765

建設局 管理部管理課 平成26年02月03日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　手数料 菅原城北大橋有料道路通行回数券販売手数料の支出について（第３四半期分）その１
25,581

建設局 管理部管理課 平成26年02月04日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（12月分）中央区役所駐車場等
103,544

建設局 管理部管理課 平成26年02月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報償費　報償金 第三回指定管理者選定会議に係る委員報酬の支出について
65,340

建設局 管理部管理課 平成26年02月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　手数料 駐車場共通回数券販売委託手数料の支出について（第３四半期分）
200

建設局 管理部管理課 平成26年02月07日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　手数料 菅原城北大橋有料道路通行回数券販売手数料の支出について（第３四半期分）その２
2,284

建設局 管理部管理課 平成26年02月14日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 菅原城北大橋有料道路料金徴収等業務委託（長期継続）経費の支出について（12月分）
2,610,965

建設局 管理部管理課 平成26年02月21日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 使用料及賃借料　使用料 菅原城北大橋有料道路用自動料金収受装置借入経費の支出について（１月分）
3,197,250

建設局 管理部管理課 平成26年02月21日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 使用料及賃借料　使用料 菅原城北大橋有料道路用硬貨自動選別収納機長期借入経費の支出について（１月分）
22,890

建設局 管理部管理課 平成26年02月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（１月分）プロバイダ料
1,869

建設局 管理部管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（守口）１月分の支出について
80,616

建設局 管理部管理課 平成26年02月27日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（守口）１月分の支出について
110,870

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（２月分）ＡＴＣ分
7,150

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（２月分）大阪国道事務所分
6,310

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）中央区役所駐車場等
102,732

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（12月分）長堀駐車場等
17,811,536

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）豊崎駐車場
199,636

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）ＯＣＡＴ駐車場
46,609

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）ＡＴＣ駐車場
8,582

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）船場パーキング
425,220

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（12月分）桜橋駐車場
772,724

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）長居公園地下駐車場
122,088

建設局 管理部管理課 平成26年02月28日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（北摂）１月分の支出について
195,926

建設局 測量明示課 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 測量業務用トータルステーション点検修繕経費の支出について
126,000

建設局 測量明示課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量明示業務用軍手買入経費の支出について
70,140

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
247,170

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
41,580

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２６年１月分）
1,110

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量明示業務用バッテリー買入経費の支出について
83,160

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 測量業務用トータルステーション点検修繕（その２）経費の支出について
250,435

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピューターシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
127,155

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
59,182

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量計算用コンピュータシステム一式長期借入（その２）経費の支出について（平成２６年１月分）
32,235

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
38,640

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用平成２２年度測量計算ＣＡＤシステム機器等（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
321,993

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用普通自動車（バン）（都市整備局）長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
138,600

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用平成２３年度普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
189,000

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（平成２６年３月分）
252,000

建設局 測量明示課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
41,775

建設局 測量明示課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
256,200

建設局 路政課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路管理システム対応端末機器等（２０１３年度）長期借入経費の支出について（１２月分）
228,630

建設局 路政課 平成26年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 不法占拠対策用夜間道路施設監視業務委託－２（第３回中間金）の支出について
2,730,000

建設局 路政課 平成26年02月13日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 条例違反広告物（広告塔・板）是正調査業務委託料の支出について
976,500

建設局 路政課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（１月分）の支出について
6,440

建設局 路政課 平成26年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン回線使用料の支出について（１２月分）
8,266

建設局 路政課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 道路不正使用防止啓発用リーフレットの印刷代の支出について
94,500

建設局 路政課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路不正使用除却物件処理業務委託の経費に係る支出について
225,225

建設局 路政課 平成26年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン（２０１３年）長期借入経費支出について（２６年１月分）
6,321
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建設局 路政課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（1月分）
3,120

建設局 路政課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（１月分）の支出について②
10,404

建設局 路政課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（１月分）の支出について①
27,263

建設局 自転車対策課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 平成25年度ミナミエリア（西横堀）自転車駐車場管理運営事業予定者選定会議にかかる委員報償金の支出について（平成26年1月22日開催分）
67,080

建設局 自転車対策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（１月分）
25,403,558

建設局 自転車対策課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－２（１月分）の支出について
38,325

建設局 自転車対策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 京橋駅自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて（科目追加分）
795,900

建設局 自転車対策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 防犯カメラ用　SDHCカード買入経費の支出について
259,875

建設局 自転車対策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 京橋駅自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
2,116,850

建設局 自転車対策課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（１月）
15,310

建設局 自転車対策課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張等交通費について（１月分）
11,869

建設局 自転車対策課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　自転車等放置禁止区域周知看板外１点買入にかかる経費の支出について
313,950

建設局 自転車対策課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　自転車保管所案内表示シート買入にかかる経費の支出について
155,925

建設局 自転車対策課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（１月分）
2,593,500

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 防犯登録照会システム用回線使用料の支出について（２月分）
23,908

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（１月分）
2,899,050

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（１月分）
3,446,100

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（１月分）
3,419,850

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（１月分）
1,748,250

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車規制警備業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（１２月～１月分）
1,544,550

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（１月分）
1,520,400

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（１２月～１月分）
2,025,450

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（１月分）
2,201,850

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（１月分）
2,184,000

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（１月分）
4,513,950

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車規制警備業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（１２月～１月分）
1,542,450

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（１月分）
3,239,250

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（１２月～１月分）
2,024,400

建設局 自転車対策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（１月分）
2,106,300

建設局 工務課 平成26年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 海老江工営所管内事故防止対策業務委託第５回中間金の支出について
2,152,500

建設局 工務課 平成26年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 海老江工営所管内事故防止対策業務委託第５回中間金の支出について
199,500

建設局 工務課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（普通自動車（なにわ８００す１３））
19,910

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成25年度（10月改正）国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）外1点買入経費の支出について
13,440

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 市岡工営所管内事故防止対策業務委託第５回中間金の支出について
462,000

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生クラッシャーラン第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
67,620

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　高分子強化型常温混合合材（全天候型）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
982,275

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（津守）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
297,045

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（住之江）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
184,275

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（市岡）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
381,097

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（平野）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
279,825

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（田島）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
485,940

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　常温混合合材第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
121,968

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（中浜）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
166,530

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　アスファルト乳剤第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
207,900

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（十三）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
361,725

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（海老江）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
422,100

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成25年度（10月改正）国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）外1点買入経費の支出について
13,440

建設局 工務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 市岡工営所管内事故防止対策業務委託第５回中間金の支出について
147,000



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報
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建設局 工務課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 直営作業用　プロパンガス第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
71,820

建設局 工務課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　川砂第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
97,650

建設局 工務課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　セメント第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
126,819

建設局 工務課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２５年度「近畿地区技術管理等主管課長会議」並びに「近畿地区技術管理協議会」にかかる管外出張旅費の支出について
4,440

建設局 工務課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 車両買入に伴う自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（3方開ダンプトラック）3台分）
52,050

建設局 工務課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 車両買入に伴う自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（3方開トラック）（パワーリフト付）3台分）
52,050

建設局 工務課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　車止めポスト（道路）買入（その２）にかかる経費の支出について
309,960

建設局 工務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（1月分）
164,500

建設局 工務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（1月分）
164,500

建設局 工務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（1月分）
493,582

建設局 工務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（1月分）
109,666

建設局 工務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（1月分）
95,955

建設局 工務課 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年1月分）
106,554

建設局 工務課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 車両買入に伴う自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（ミニ・道路パトロールカー）10台分）
173,500

建設局 工務課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年1月分）
106,554

建設局 工務課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年1月分）
106,554

建設局 工務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 田島工営所管内事故防止対策業務委託第５回中間金の支出について
3,843,000

建設局 工務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 田島工営所管内事故防止対策業務委託第５回中間金の支出について
357,000

建設局 工務課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　ゴム式路面表示（禁止区域内）（道路）買入経費の支出について
267,750

建設局 工務課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　車止めポスト（道路）買入経費の支出について
1,591,128

建設局 工務課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　横断防止柵外1点（道路）買入経費の支出について
360,150

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 平成25年度　公共事業労務費調査業務委託の委託料の支出について
411,750

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成25年度　公共事業労務費調査業務委託の委託料の支出について
9,900

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（１月分）の支出について
17,320

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ３４す５２２４）修繕（緊急）（その２）にかかる経費の支出について
50,904

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 第2本部設置固定電話　電話料金（平成26年2月分）の支出について
5,404

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（１月分）
126,130

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（１月分）の支出について
61,236

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成25年度　公共事業労務費調査業務委託の委託料の支出について
126,600

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１月分）
1,141,812

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１月分）
222,292

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式　長期借入の支出について（１月分）
61,313

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成21年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１月分）
23,211

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（2008年度）一式長期借入－２の支出について（１月分）
45,307

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（１月分）
83,838

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局勤務情報等システム導入に係るパソコン(2008年度)一式長期借入－２の支出について（１月分）
7,950

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 平成25年度　公共事業労務費調査業務委託の委託料の支出について
27,600

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 第2本部設置固定電話　電話料金（平成26年2月分）の支出について
1,350

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 委託料　委託料 平成25年度　公共事業労務費調査業務委託の委託料の支出について
14,900

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成25年度　公共事業労務費調査業務委託の委託料の支出について
95,200

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 平成25年度　公共事業労務費調査業務委託の委託料の支出について
131,600

建設局 工務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成25年度　公共事業労務費調査業務委託の委託料の支出について
411,750

建設局 管理部設備課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用及び公園事業用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
13,190

建設局 管理部設備課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路排水設備設計業務委託－２の前払金の支出について
1,400,000

建設局 管理部設備課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成25年12月分）
113,085

建設局 管理部設備課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 道路事業用及び公園事業用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
4,051

建設局 管理部設備課 平成26年02月03日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 西横堀駐車場消防設備更新工事の前払金の支出について
5,330,000

建設局 管理部設備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路付属物（アンダーパス道路照明灯）点検調査業務委託の前払金の支出について
2,760,000
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建設局 管理部設備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路付属物（アンダーパス道路照明灯）点検調査業務委託の前払金の支出について
760,000

建設局 管理部設備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 ＬＥＤ幹線道路導入実施検討設計業務委託の精算金の支出について
3,885,000

建設局 管理部設備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 今福大橋・関目・古市ポンプ場改修工事の工事精算金の支出について
3,567,450

建設局 管理部設備課 平成26年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺公園（天王寺エリア）電気設備改修工事の前払金の支出について
3,460,000

建設局 管理部設備課 平成26年02月19日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 法円坂駐車場照明設備更新工事の工事精算金の支出について
5,978,700

建設局 管理部設備課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式長期借入の経費の支出について（平成26年１月分）
227,592

建設局 管理部設備課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年１月分）
113,085

建設局 管理部設備課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 生野東西線道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
446,250

建設局 管理部設備課 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 工事請負費　新規工事費 生野東西線道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
559,650

建設局 管理部設備課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 築港深江線（東成）道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
2,177,400

建設局 管理部設備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用及び公園事業用市内等出張交通費の支出について（１月分）
10,210

建設局 管理部設備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 道路事業用及び公園事業用市内等出張交通費の支出について（１月分）
2,760

建設局 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 建設局内事業所間文書逓送業務委託にかかる経費の支出について（１０月～１２月分）
1,243,002

建設局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　不動産表示登記の実務追録第１４７号買入経費の支出について
3,900

建設局 総務課 平成26年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 安全衛生用　アルコール手指消毒剤（擦式）買入経費の支出について
18,270

建設局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 建設局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について(平成25年10月～12月分(1月請求))
94,902

建設局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（１月分）の支出について
1,380

建設局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録第８１３－８１５号外５点買入経費の支出について
81,950

建設局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費(平成26年1月分(2月請求))及び平成25年9月～12月追加分の支出について
41,947

建設局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費(平成26年1月分(2月請求))及び平成25年9月～12月追加分の支出について
2,330,939

建設局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ駐車場使用料の支出について(平成26年3月分(2月請求))
147,000

建設局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成26年3月分(2月請求))
28,085

建設局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎事務室等賃借料及び共益費の支出について(平成26年3月分(2月請求))
32,211,467

建設局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成26年2月分(2月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎洗濯機置場賃料・共益費の支出について(平成26年3月分(2月請求))
71,668

建設局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成26年3月分(2月請求))
32,474

建設局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
165,600

建設局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
1,800

建設局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる支出について(平成26年1月分(2月請求))
11,655

建設局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等用電話回線使用料の支出について(平成26年1月分(2月請求))
304,664

建設局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成26年1月分(2月請求))
83,037

建設局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる支出について(平成26年1月分(2月請求))
42,735

建設局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式（A）外１点借入にかかる支出について(平成26年1月分(2月請求))
34,231

建設局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成26年2月分(2月請求))
6,000

建設局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（１月分）
169,590

建設局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式（A）外１点借入にかかる支出について(平成26年1月分(2月請求))
14,479

建設局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式（A）外１点借入にかかる支出について(平成26年1月分(2月請求))
6,437

建設局 職員課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成25年度国土交通大学校　電気通信研修にかかるテキスト代（印刷物）の支出について
25,139

建設局 職員課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 日雇労働者にかかる遺族補償年金の支出について（平成25年12月・平成26年1月分）
132,250

建設局 職員課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費１月分の支出について
3,854

建設局 経理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１０月分にかかる経費の支出について
113,959

建設局 経理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１０月分にかかる経費の支出について
235,461

建設局 経理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１０月分にかかる経費の支出について
1,598

建設局 経理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１０月分にかかる経費の支出について
560,225

建設局 経理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１０月分にかかる経費の支出について
15,606

建設局 経理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１０月分にかかる経費の支出について
10,175

建設局 経理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１０月分にかかる経費の支出について
1,680

建設局 経理課 平成26年02月03日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１０月分にかかる経費の支出について
1,588



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

建設局 経理課 平成26年02月03日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１０月分にかかる経費の支出について
37,958

建設局 経理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（1月分)
24,000

建設局 経理課 平成26年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成24年度決算検査報告に関する説明会にかかる管外出張について
28,820

建設局 経理課 平成26年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（1月分)
246,000

建設局 経理課 平成26年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（1月分)
15,000

建設局 経理課 平成26年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（1月分)
6,000

建設局 経理課 平成26年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（1月分)
18,320

建設局 経理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分‐1）
16,610

建設局 経理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（１２月分）
11,365

建設局 経理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分‐1）
32,300

建設局 経理課 平成26年02月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分‐1）
500

建設局 経理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１１月分）
20,612

建設局 経理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１１月分
20,282

建設局 経理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１１月分）
33,776

建設局 経理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１１月分）
110,777

建設局 経理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１１月分
248,483

建設局 経理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１１月分）
26,706

建設局 経理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１１月分）
166,222

建設局 経理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１１月分）
34

建設局 経理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１１月分）
6,800

建設局 経理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１１月分）
225,093

建設局 経理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について(２月分)
13,520

建設局 経理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について(２月分)
7,800

建設局 経理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について(２月分)
22,800

建設局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１２月分　単価契約）
1,153,999

建設局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１２月分　単価契約）(旧ゆとりとみどり振興局分）
358,433

建設局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（10～12月分）買入(単価契約）12月分買入経費の支出について
117,495

建設局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内管理用ビニール袋外２点買入経費の支出について
17,168

建設局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１２月分　単価契約）
151,543

建設局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１２月分　単価契約）
2,280,210

建設局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１２月分　単価契約）
35,494

建設局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（10～12月分）買入(単価契約）12月分買入経費の支出について
31,920

建設局 経理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（１２月分）にかかる買入経費の支出について
3,623

建設局 経理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)12月分
28,874

建設局 経理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（１２月分）にかかる買入経費の支出について
5,449

建設局 経理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分‐2）
3,125

建設局 経理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分‐2）
7,200

建設局 経理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分‐2）
38,650

建設局 経理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について(軽油　１月分　単価契約）
729,750

建設局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
38,661

建設局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
147,431

建設局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
4,184

建設局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 検査業務用工事検査指示書外1点印刷経費の支出について
28,875

建設局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
53,050

建設局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
8,678

建設局 経理課 平成26年02月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
2,453

建設局 経理課 平成26年02月26日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
7,581

建設局 経理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（２月分)
144,000
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建設局 経理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（２月分)
15,000

建設局 経理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（２月分)
32,640

建設局 企画課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度全国アセットマネジメント担当者会議にかかる会費の支出について
1,000

建設局 企画課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費１月分の支出について
1,160

建設局 企画課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費１月分の支出について
240

建設局 道路部調整課 平成26年02月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 安治川河底隧道警備業務委託の委託料中間払について（12月分）
2,803,500

建設局 道路部調整課 平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 第３回連続立体交差事業に関する勉強会出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,420

建設局 道路部調整課 平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 大阪都市計画道路桜島守口線の電線共同溝整備に関する年度協定（平成２４年度）の精算金の支出について
92,720,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 大阪都市計画道路桜島守口線の電線共同溝整備に関する年度協定（平成２４年度）の精算金の支出について（科目追加分）
36,872,554

建設局 道路部調整課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成25年度全国アセットマネジメント担当者会議及び第24回アセットマネジメント担当者会議幹事会の参加に伴う管外出張旅費の支出について
33,800

建設局 道路部調整課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成25年度全国アセットマネジメント担当者会議の参加にかかる資料印刷代の支出について
1,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 城東区第２６４７号線歩道設置工事の工事費前払金の支出について
8,190,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 城東区第２６４７号線歩道設置工事の工事費前払金の支出について
4,090,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
42,574

建設局 道路部調整課 平成26年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 淀川左岸線（２期）と淀川堤防の一体構造に関する検討業務委託－３の委託料精算金の支出について
1,921,500

建設局 道路部調整課 平成26年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
38,364

建設局 道路部調整課 平成26年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
15,400

建設局 道路部調整課 平成26年02月04日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 長柄堺線外１舗装新設その他工事の工事費精算金の支出について
26,555,350

建設局 道路部調整課 平成26年02月04日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 長柄堺線外１舗装新設その他工事の工事費精算金の支出について
68,909,150

建設局 道路部調整課 平成26年02月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（１２月分）
1,637,089

建設局 道路部調整課 平成26年02月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（１２月分）
2,226

建設局 道路部調整課 平成26年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 築港深江線（中央大通）東成電線共同溝設置工事－２の工事費前払金の支出について
20,650,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 新森小路橋架替工事（橋梁分）の工事費前払金の支出について
18,960,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　新規工事費 新森小路橋架替工事（河川分）の工事費前払金の支出ついて
66,010,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 「住民参加による交通政策の推進とその方策」参加にかかる管外出張旅費の支出について
27,700

建設局 道路部調整課 平成26年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 都島区第９４０１号線舗装新設工事の工事費前払金の支出について
2,360,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２５年度補償契約書－７の概算金の支出について
1,791,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２５年度補償契約書－８の概算金の支出について
3,300,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２５年度補償契約書－６の概算金の支出について
1,209,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 清水共同溝設計・施工連絡会議開催に伴う報償金の支出について
22,970

建設局 道路部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 横断歩道橋点検調査業務委託の委託料精算金の支出について
686,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 横断歩道橋点検調査業務委託の委託料精算金の支出について
7,000,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路交通量調査業務委託の委託料精算金の支出について
3,347,400

建設局 道路部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住吉区第６３０号線外１舗装補修工事の工事費前払金の支出について
4,390,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 港区第１０１号線外１舗装補修工事の工事費前払金の支出について
12,020,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 住吉区第６３０号線外１舗装補修工事の工事費前払金の支出について
3,700,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 平成２５年度近畿地方整備局管内研修に伴う経費の支出について
839

建設局 道路部調整課 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 平成２５年度近畿地方整備局管内研修に伴う経費の支出について
232

建設局 道路部調整課 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 平成２５年度近畿地方整備局管内研修に伴う経費の支出について
300

建設局 道路部調整課 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 平成２５年度近畿地方整備局管内研修に伴う経費の支出について
352

建設局 道路部調整課 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 役務費　手数料 平成２５年度近畿地方整備局管内研修に伴う経費の支出について
1,256

建設局 道路部調整課 平成26年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成２５年度全国街路事業促進協議会「役員・幹事及びブロック代表世話人会議」出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,020

建設局 道路部調整課 平成26年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 北野今市線舗装新設その他工事－８の工事費前払金の支出について
39,070,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持・橋梁関係事業参考用　道路土工要綱（平成２１年度版）外１２点買入経費の支出について
38,181

建設局 道路部調整課 平成26年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 十三工営所管内道路案内標識撤去その他工事（緊急）の工事費精算金の支出について
4,028,850

建設局 道路部調整課 平成26年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 道路維持・橋梁関係事業参考用　道路土工要綱（平成２１年度版）外１２点買入経費の支出について
53,610

建設局 道路部調整課 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（１月分）
529,991

建設局 道路部調整課 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 第１４回「みちと自然」シンポジウム参加にかかる管外出張旅費の支出について
28,020
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建設局 道路部調整課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度当初予算等に関する意見交換会出席にかかる管外出張旅費の支出について（道路事業費分）
56,040

建設局 道路部調整課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 新庄歩道橋塗装工事の工事費精算金の支出について
7,658,150

建設局 道路部調整課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 新北野歩道橋塗装工事の工事費精算金の支出について
7,839,350

建設局 道路部調整課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度当初予算等に関する意見交換会出席にかかる管外出張旅費の支出について（橋梁事業費分）
28,020

建設局 道路部調整課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 新技術適用等に関する先進事例ヒアリング並びに木杭基礎の耐震性評価検討に関する打合せに関する管外出張旅費の支出について
79,720

建設局 道路部調整課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（１月分）
49,606

建設局 道路部調整課 平成26年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 安治川河底トンネル監視室電話代の支出について（１月分）
2,971

建設局 道路部調整課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住之江区第８９０６号線外２舗装補修工事の工事費精算金の支出について
45,345,850

建設局 道路部調整課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 住之江区第８９０６号線外２舗装補修工事の工事費精算金の支出について（科目追加分）
360,150

建設局 道路部調整課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 生野東西線舗装新設工事－２の工事費精算金の支出について
12,561,600

建設局 道路部調整課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 工事請負費　新規工事費 生野東西線舗装新設工事－２の工事費精算金の支出について
6,511,050

建設局 道路部調整課 平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の電気料金の支出について（１月分）
257,373

建設局 道路部調整課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 長堀駐車場および東長堀駐車場の不動産鑑定評価委託にかかる経費の支出について
3,281,250

建設局 道路部調整課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 日吉歩道橋塗装工事の工事費前払金の支出について
5,320,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（２月分）
6,987

建設局 道路部調整課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（１月分）
53,516

建設局 道路部調整課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の水道料金の支出について（１月分）
1,574

建設局 道路部調整課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（１月分）
87,551

建設局 道路部調整課 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（１月分）の支出について
200

建設局 道路部調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１月分）
38,216

建設局 道路部調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 社会資本整備総合交付金等に関する意見交換にかかる管外出張旅費の支出について
56,860

建設局 道路部調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１月分）
25,827

建設局 道路部調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 大阪高石線（天王寺バイパス天王寺町取付高架橋）舗装補修工事の工事費精算金の支出について
24,223,150

建設局 道路部調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１月分）
19,980

建設局 道路部調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 大阪高石線（天王寺バイパス天王寺町取付高架橋）舗装補修工事の工事費精算金の支出について
6,207,250

建設局 道路部調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 昭和橋塗装工事の工事前払金の支出について
7,890,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内橋梁補修工事（道路事業費分）の工事精算金の支出について
1,372,150

建設局 道路部調整課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内橋梁補修工事（橋梁事業費分）の工事精算金の支出について
19,370,850

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（１月分）
1,255,371

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（１月分）
107,090,167

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（１月分）
6,310

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置（光回線）の支出について（１月分）
6,048

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（１月分）
380,125

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線専用料の支出について（１月分）
155,931

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（１月分）
6,310

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）１月分（光回線）の支出について
99,843

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線（光回線）の支出について（１月分）
12,096

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）１月分（光回線）の支出について
18,144

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管路費）の支出について（１月分）
122,284

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路施設（光回線）の支出について（１月分）
12,096

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 国道２５号御堂筋共同溝立坑工事に係る概算金の支出について（平成２５年度第４回）
200,498,537

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 上ノ宮学園前筋線外１歩道設置工事の工事費前払金の支出について
12,200,000

建設局 道路部調整課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 神崎町線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
9,811,950

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（１２月分）
7,369

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用平成25年度近畿各府県河川管理担当者会議に係る管外出張旅費の支出について
11,340

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　低食塩次亜塩素酸ソーダ（今川ポンプ場外９箇所）概算買入に伴う経費の支出について（１月分）
13,011

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（１月分）
3,317

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（１月分）
5,005
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建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（１月分）
1,659

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（１月分）
145,413

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外４か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（１月分）
30,597

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（１月分）
698,250

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（１月分）
63,100

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（１月分）
23,520

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（１月分）
24,764

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（１月分）
12,094

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 委託料　委託料 市内河川発生産業廃棄物処理業務委託の委託料精算金の支出について
2,425,500

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 十三間川大和川ポンプ場改修工事の工事費前払金の支出について
15,830,000

建設局 下水道河川部調整課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 負担金、補助及交付金　負担金 淀川水系安威川安威川ダムに係る水源地域対策特別措置法第１２条第１項の負担に関する協定書に基づく平成２５年度負担金の支出について
278,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１４１９）修繕にかかる経費の支出について
45,675

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１４２１）修繕にかかる経費の支出について
33,043

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１４２４）修繕にかかる経費の支出について
28,371

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（ミニパトロールカー（なにわ８８０あ２０８１）外13点）
242,020

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
12,800

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 直営作業用　小型振動ローラー定期自主検査にかかる経費の支出について
99,225

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（ダンプトラック（なにわ８００す４０２０））
19,910

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 下水処理場等上水用貯水槽清掃業務委託の施行並びに同経費の支出について
132,433

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかるガス料金の支出について（２６年１月分）
60,096

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 中浜工営所外1か所にかかる水道料金の支出について（26年1月分）
135,135

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 中浜工営所外1か所にかかる水道料金の支出について（26年1月分）
53,495

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 中浜工営所にかかるガス料金の支出について（26年1月分）
201,418

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃業務委託長期継続の施行及び同経費の支出について（平成25年度1月分）
119,283

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
13,670

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 田島工営所外１か所にかかる電気料金の支出について（26年1月分）
164,373

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,500

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
120

建設局 田島工営所 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２５年１２月分）
3,137

建設局 田島工営所 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１２月分）
50,522

建設局 田島工営所 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１２月分）
3,242

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（なにわ800す2392）外10点定検整備）
227,570

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（なにわ80あ2244）外10点定検整備）
212,580

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
3,900

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用トナーカートリッジ外５点買入経費の支出について
91,245

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事費前払金の支出について（道路分）
6,840,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 庁舎管理用灯油買入にかかる経費の第1回支出について（1月分～3月分　概算契約）
132,300

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
17,569

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）下半期買入（単価契約）（１月分）の支出について
35,561

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 船舶整備用ワイヤロープ外１点買入経費の支出について
145,068

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 船舶用燃料にかかる経費の第4回/全4回支出について（Ａ重油  概算契約  9月分～12月分買入）
514,500

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 委託料　委託料 河川・渡船管理事務所ほか２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続(25年度第2回)の委託料の支出について
36,704

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 委託料　委託料 河川・渡船管理事務所ほか２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続(25年度第2回)の委託料の支出について
245,201

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 船舶用燃料にかかる経費の第1回支出について（Ａ重油買入　第4四半期　概算契約）
103,950

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用、市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
2,390

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　市岡工営所１階シャッター修繕（緊急）にかかる経費の支出について
138,600

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雪災害動員にかかるタクシー料金の支出について
3,300

建設局 市岡工営所 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
36,195
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建設局 市岡工営所 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
18,900

建設局 市岡工営所 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,990

建設局 市岡工営所 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（１２月分）
2,560

建設局 市岡工営所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成26年1月分）
3,180

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分－②）
15,004

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分－②）
19,845

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分－②）
4,200

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（１月分）にかかる支出について
1,020

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－①）
28,275

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－①）
19,845

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（１月分）にかかる支出について
7,400

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－①）
7,200

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（１月分）
6,027

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－②）
19,761

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 河川・渡船管理事務所仮設倉庫の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（１月分）
112,581

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－②）
17,818

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－②）
1,400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　でんぷん糊外１点買入にかかる経費の支出について
14,595

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所光熱水費の支出について（２６年１月分電気料金）
248,600

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　ラミネートフィルム買入にかかる経費の支出について
7,875

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（なにわ８０あ２２５０）外１１点定期整備）
211,380

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　雨合羽外１点買入にかかる経費の支出について
113,400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１２月分）
57,114

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１２月分）
2,130

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１２月分）
26,850

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 旧南工営所機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第３四半期分）
15,435

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平野工営所機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第３四半期分）
8,877

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事費前払金の支出について
7,270,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　木柄ショベル角型外１点買入にかかる経費の支出について
20,874

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　トタンひ杓外１点買入にかかる経費の支出について
11,970

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平野工営所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第３四半期分）
408,810

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 南部方面管理事務所管理棟空調設備冷温水循環ポンプ修繕にかかる経費の支出について
138,887

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所光熱水費の支出について（平成２６年１月使用分ガス料金）
101,433

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 住之江工営所光熱水費の支出について（平成２６年１月使用分ガス料金）
358,896

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
8,040

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　軍手買入（その２）にかかる経費の支出について
90,720

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 住之江下水処理場外１４か所水道料金平成２６年１月使用分の支出について
320,676

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所水道料金平成２６年１月使用分の支出について
67,919

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内ＫＤＤＩ電話料金１月使用分の支出について
28,397

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
200

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　トナーカートリッジ外１点買入にかかる経費の支出について
268,590

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張交通費および近接地管外出張旅費の支出について（平成25年12月分および平成26年1月分）
5,605

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内電話料金１月使用分の支出について
214,502

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１２月分)
3,050

建設局 平野工営所 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成25年11月分)の支出について
6,954

建設局 平野工営所 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成25年12月分)の支出について
1,548

建設局 平野工営所 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰越金の支出について（１２月分）
8,615

建設局 平野工営所 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰越金の支出について（１２月分）
2,600
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建設局 平野工営所 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰越金の支出について（１２月分）
7,000

建設局 平野工営所 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰越金の支出について（１２月分）
400

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ885号車）修繕にかかる経費の支出について
81,459

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 十三工営所機械警備業務委託　長期継続の委託料中間金の支出について（第３四半期分）
15,435

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　十三工営所庁舎清掃業務委託　長期継続の委託料中間金の支出について（第３四半期）
477,171

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両整備用　チューブレスタイヤ外１点買入にかかる経費の支出について
86,310

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 プリンター用　フューザーユニットキット買入経費の支出について
28,560

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　作業車（なにわ800す5577号車）修繕にかかる経費の支出について
18,900

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　野田出張所庁舎清掃業務委託　長期継続の委託料中間金の支出について（第３四半期）
376,638

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ307号車）修繕にかかる経費の支出について
40,677

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　作業車（なにわ800さ6227号車）修繕にかかる経費の支出について
21,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 車両整備用　自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（自動車定期整備（なにわ８８０あ２０９２）外２２点）
423,960

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事費前払金の支出について（道路分）
7,110,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（12月分）
20,436

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジ外２５点買入経費の支出について（その２）
91,560

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両整備用　チューブレスタイヤ外１点買入（その２）にかかる経費の支出について
94,710

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ1759号車）修繕にかかる経費の支出について
7,665

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　密閉型プラ樽買入にかかる経費の支出について
51,555

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
82,564

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 病気休職中の職員との面談（３回目）にかかる管外出張費の支出について
5,600

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（なにわ８００す１４）にかかる経費の支出について
24,150

建設局 十三工営所 平成26年02月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 第１種衛生管理者免許試験にかかる出張旅費（２月受験分）
2,560

建設局 十三工営所 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
9,020

建設局 十三工営所 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
27,569

建設局 十三工営所 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
400

建設局 公園管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報償費　報償金 指定管理者施設の管理運営状況に対する外部専門委員からの意見聴取の実施にかかる所要経費の支出について
16,005

建設局 公園管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（１２月分）
61,236

建設局 公園管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（下半期分）概算買入経費の支出について　１２月分
25,200

建設局 公園管理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　衣類乾燥機　外１点　買入経費の支出について
7,361

建設局 公園管理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　土のう袋－１　外５点買入経費の支出について
245,700

建設局 公園管理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　十三公園事務所２階空調機修繕（緊急）経費の支出について
151,200

建設局 公園管理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園中央遊戯場横便所汚水ポンプ修繕（緊急）経費の支出について
957,600

建設局 公園管理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　清水中公園複合遊具修繕経費の支出について
204,750

建設局 公園管理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園　管理車両車庫電動シャッター修繕（緊急）経費の支出について
52,500

建設局 公園管理課 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　衣類乾燥機　外１点　買入経費の支出について
50,389

建設局 公園管理課 平成26年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　塵芥車（なにわ８００さ４２３４）修繕（緊急）経費の支出について
40,950

建設局 公園管理課 平成26年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用天王寺動植物公園事務所管内一円公園除草業務委託費の支出について（第３四半期分）
5,104,092

建設局 公園管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 東部方面外８箇所庁舎定期清掃業務委託－２にかかる経費の支出について（下半期〈１２月〉実施分）
267,750

建設局 公園管理課 平成26年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　玉津公園フェンス修繕経費の支出について
824,250

建設局 公園管理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　排水目皿　外２３点　買入経費の支出について
403,935

建設局 公園管理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　バルブ　外２９点　買入経費の支出について
580,650

建設局 公園管理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ジグソー用替刃　外１６点　買入経費の支出について
141,750

建設局 公園管理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４８０か５３６０号車外６台・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
88,200

建設局 公園管理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ９８３５号車・定期点検整備（継続検査）及び定期自主検査整備　経費の支出について
63,000

建設局 公園管理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４８０か５３２８号車外３台・定期点検整備（継続検査）一式経費の支出について
45,780

建設局 公園管理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８８０あ８１６号車外２台・定期自主検査整備（継続検査）経費の支出について
35,910

建設局 公園管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(高所作業車：なにわ800す3982号車)
34,900

建設局 公園管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(高所作業車：なにわ800す3982号車)
65,600
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建設局 公園管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 公園事業用南港ポートタウン内３緑地清掃業務委託費の支出について（第３四半期分）
382,932

建設局 公園管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　中徳公園複合遊具グリップクライマー修繕経費の支出について
499,800

建設局 公園管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　デジタルカメラ　外２点　買入（その２）経費の支出について
83,611

建設局 公園管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　今川公園トイレ便器修繕経費の支出について
77,490

建設局 公園管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用北部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託費の支出について（第３四半期分）
3,575,348

建設局 公園管理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用南部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託費の支出について（第３四半期分）
3,916,417

建設局 公園管理課 平成26年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ファックストナー　外２点買入経費の支出について
280,560

建設局 公園管理課 平成26年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用南部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託費の支出について（第３四半期分）
6,022,837

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用自動車損害賠償責任保険加入(３月分)に伴う自賠責保険料の支出について(特殊車両４台分)
45,760

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(高所作業車：なにわ800す3983号車)
34,900

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(高所作業車：なにわ800す3983号車)
65,600

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　備品修繕料 動物園維持管理用　麻酔銃テリンジェクト（１Ｖ－３１ＮＰＬ型/Ｎｏ５５０６）修繕（緊急）経費の支出について
26,250

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トラテープ－１　外４点買入経費の支出について
114,870

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　刈払機部品－１　外１０点　買入経費の支出について
111,163

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園肉食獣舎床暖房装置修繕（緊急）経費の支出について
252,000

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ４５４６号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
34,335

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　ホイルローダ－特定自主検査整備－３一式経費の支出について
281,610

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　東部方面公園事務所管内小公園一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
6,562,500

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用西部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託費の支出について（第３四半期分）
5,251,888

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用天王寺動植物公園事務所管内一円公園清掃業務委託費の支出について（第３四半期分）
6,759,203

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　東部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
5,290,950

建設局 公園管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　川砂　外２点　買入経費の支出について
289,248

建設局 公園管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 砂場の安全衛生対策用　砂場用抗菌剤　買入経費の支出について
730,800

建設局 公園管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用花博記念公園鶴見緑地除草業務委託費の支出について（１１～１２月分）
3,099,104

建設局 公園管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地バーベキュー場・キャンプ場運営業務委託（長期継続）費の支出について（１月分）
330,076

建設局 公園管理課 平成26年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用北部方面公園事務所管内東淀川区域公園清掃業務委託－２費の支出について（第２期分）
1,161,832

建設局 公園管理課 平成26年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用北部方面公園事務所管内東淀川区域公園除草業務委託－２費の支出について（第２期分）
725,841

建設局 公園管理課 平成26年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用西部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託費の支出について（第３四半期分）
2,142,269

建設局 公園管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地ホール等有料施設運営業務委託（長期継続）費の支出について（１２月分）
588,875

建設局 公園管理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００す３９８２号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
62,370

建設局 公園管理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４８０か５３６２号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
15,540

建設局 公園管理課 平成26年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 海老江東公園用地の取得に伴う不動産鑑定評価にかかる業務委託料の支出について
878,850

建設局 公園管理課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四清掃ダンプ（なにわ８０あ１９１８）修繕（緊急）経費の支出について
82,000

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について（平成２６年１月分）
39,247

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入の支出について（平成２６年１月分）
23,870

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について（平成２６年１月分）
82,866

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について（平成２６年１月分）
14,570

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１月分）
504,465

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用加賀屋緑地運営業務委託費の支出について（１月分）
419,800

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地有料施設清掃業務委託（長期継続）費の支出について（１月分）
425,891

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用大阪城西の丸庭園等運営業務委託費の支出について（１月分）
418,300

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地内警備業務委託（その２）長期継続費の支出について（１２・１月分）
5,972,750

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　チェーンソーオイル　外９点　買入経費の支出について
195,300

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００す３９８３号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
60,900

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四清掃ダンプ（なにわ８０あ１９１９）修繕（緊急）経費の支出について
65,940

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　西部方面公園事務所管内一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
1,702,050

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　西部方面公園事務所管内小公園一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
5,401,200

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動植物公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
2,109,450
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建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動植物公園事務所管内一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
2,129,400

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　花博記念公園事務所管内一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
4,836,300

建設局 公園管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　西部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
1,824,900

建設局 公園管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　高度さらし粉　買入経費の支出について
283,500

建設局 公園管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　低密度ポリエチレン製ごみ袋　買入経費の支出について
246,246

建設局 公園管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　禁止区域内ゴム式路面表示シート買入経費の支出について
1,144,500

建設局 公園管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　ぼかし堆肥－１　外８点買入経費の支出について
406,350

建設局 公園管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 公園事業用　新・大阪市緑の基本計画印刷請負経費の支出について
230,160

建設局 公園管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　喜連西中央公園トイレ便器修繕経費の支出について
73,500

建設局 公園管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　大隅公園複合遊具修繕経費の支出について
175,350

建設局 公園管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南部方面公園事務所管内１５公園ブランコ修繕経費の支出について
977,025

建設局 公園管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南部方面公園事務所　事務所及び詰所空調機修繕（緊急）経費の支出について
388,500

建設局 公園管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園コアラ舎給水管漏水修繕（緊急）経費の支出について
261,450

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　１月分
41,076

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
14,940

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　四季咲系バラ苗－１　外９点買入経費の支出について
153,300

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　バラ堆肥　ほか７点買入経費の支出について
2,467,500

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　イソキサチオン乳剤　外１点買入経費の支出について
170,646

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　赤玉土－１　外１２点買入経費の支出について
742,350

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
16,800

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　中之島公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託（その３）に係る軽費の支出について（１月分）
1,381,800

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　靱公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（１月分）
1,378,650

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（１月分）
1,289,662

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウスほか１点借入（再リース）にかかる軽費の支出について（１月分）
26,250

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
1,100

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Ａほか５点借入（再リース）の経費の支出について（１月分）
52,500

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（東部方面公園事務所　再リース）に係る経費の支出について（なにわ４８０け１６７５・１月分）
23,625

建設局 公園管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（天王寺動植物公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ４８０け１６７６・１月分）
23,625

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地ホール等有料施設運営業務委託（長期継続）費の支出について（１月分）
588,875

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用浦江庭球場外７施設管理運営補助業務委託費の支出について（１月分）
444,759

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（下半期分）概算買入経費の支出について　１月分
75,600

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　３連式低鉄棒買入－２経費の支出について
1,046,850

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 　花卉事業用　サルビア・カラビニエールスカーレット　ほか28点（花博記念公園）購入経費の支出について
3,318,000

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　乗用３連リールモア（東興産業ＴＲ６６Ｇ）修繕（緊急）経費の支出について
191,929

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　北部方面公園事務所管内一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
4,087,650

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用北部方面公園事務所管内東淀川区域公園便所清掃業務委託費の支出について（１～３月分）
135,151

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用北部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託費の支出について（第３四半期分）
7,993,165

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　北部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
727,650

建設局 公園管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（１２月分）の支出について
29,700

建設局 公園管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　トイレットペーパー　買入（その６）経費の支出について
93,450

建設局 公園管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費等の支出について（１月分）
70,841

建設局 公園管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　硫酸アルミニウムほか2点概算買入の支出について
582,330

建設局 公園管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(普通貨物2t以下：なにわ800す3263号車)
19,910

建設局 公園管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(普通貨物2t以下：なにわ800す3263号車)
20,500

建設局 公園管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（１月分）の支出について
38,400

建設局 公園管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　苅田どんぐり公園健康器具修繕経費の支出について
210,000

建設局 公園管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　日吉公園２連ブランコ修繕経費の支出について
103,320

建設局 公園管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ライトバン（なにわ４８０か３５０１）修繕（緊急）経費の支出について
39,900
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建設局 公園管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　油圧ショベル（Ｕ－１５－３）修繕一式経費の支出について
141,750

建設局 公園管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（１月分）の支出について
23,150

建設局 調整課 平成26年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　普通旅費 公園事業用　平成２５年度　都市緑化技術研修会への参加に伴う旅費の支出について
36,910

建設局 調整課 平成26年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園事業用　平成２５年度　都市緑化技術研修会参加費の支出について
17,000

建設局 調整課 平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　阿倍野再開発２号公園（北ブロック）新設工事－２－２の工事費の前払い金の支出について
23,559,000

建設局 調整課 平成26年02月07日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　阿倍野再開発２号公園（北ブロック）新設工事－２－２の工事費の前払い金の支出について
241,000

建設局 調整課 平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　天王寺公園（天王寺エリア）改修工事の工事費の前払い金の支出について
10,510,000

建設局 調整課 平成26年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査実行委員会幹事会　第2回幹事会への出張に伴う旅費の支出について
27,700

建設局 調整課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　中島公園庭球場改修工事の工事費の支出について
7,943,900

建設局 調整課 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　真田山公園庭球場改修工事の工事費の支出について
15,144,150

建設局 調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　南部方面管内遊具設置その他工事－２の工事費の前払いの支出について
2,410,000

建設局 調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　西部方面管内遊具設置その他工事－２の工事費の前払い金の支出について
3,460,000

建設局 調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　北部方面管内遊具設置その他工事－２の工事費の前払いの支出について
4,270,000

建設局 協働課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園管理用　平成２５年度花卉等植付け及び維持管理業務委託の委託料の支出（第１回目中間）について
6,730,500

建設局 協働課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 阿倍野区児童遊園整備費補助金の支出について（八反田児童遊園）
47,250

建設局 協働課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（第二万代児童遊園）
68,250

建設局 協働課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 城東区児童遊園整備費補助金の支出について（左専道児童遊園）
142,500

建設局 協働課 平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
38,846

建設局 協働課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 阿倍野区児童遊園整備費補助金の支出について（睦児童遊園）
146,000

建設局 協働課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平野区児童遊園整備費補助金の支出について（菜乃花の里児童遊園）
15,750

建設局 協働課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 城東区児童遊園整備費補助金の支出について（今福南１－１町団児童遊園）
147,000

建設局 協働課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 城東区児童遊園整備費補助金の支出について（新喜多東ちびっこ広場）
50,000

建設局 協働課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 城東区児童遊園整備費補助金の支出について（西鴫野５－６児童遊園）
150,000

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１２月分）／東部方面公園事務所
13,178

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分／真田山公園事務所）
19,643

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分／真田山公園事務所）
2,490

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／東部方面公園事務所
14,852

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／東部方面公園事務所
800

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（１２月分）/真田山公園事務所
9,600

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年１月分）の支出について
1,821

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年１月分）の支出について
1,002

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（１月分）
4,473

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成２６年１月分）の支出について
20,196

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　東部方面公園事務所電話料金（平成２６年１月分）の支出について
34,043

建設局 東部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）／東部方面公園事務所
21,350

建設局 西部方面公園事務所 平成26年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（１２月分）／港・大正公園事務所
5,214

建設局 西部方面公園事務所 平成26年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/西部方面公園事務所
19,553

建設局 西部方面公園事務所 平成26年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/西部方面公園事務所
7,600

建設局 西部方面公園事務所 平成26年02月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成２５年１２月分)
762,528

建設局 西部方面公園事務所 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）西部方面公園事務所
6,140

建設局 西部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について（西部方面公園事務所　平成２６年１月分）
34,435

建設局 南部方面公園事務所 平成26年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１２月分）/南部方面公園事務所
8,368

建設局 南部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　交付金 公園管理用　公園愛護会交付金の支出について（南部方面公園事務所）
42,961

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　北部方面公園事務所矢倉緑地　上水使用料の支出について（１２月分）
8,141

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料１２月分）の支出について
19,996

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の再支出について（１０月分）/十三公園事務所
460

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（１２月分）/十三公園事務所
1,260

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内出張交通費等の支出について（１２月分）その２　北部方面公園事務所
540
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建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（1月分）/城北公園事務所
3,750

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内出張交通費等の支出について（１月分）北部方面公園事務所
13,850

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水使用料の支出について（２月分）
51,885

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（１月分）
184,490

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地下水道使用料金の支出について（１月分）
8,001

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
20,644

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
15,750

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
600

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
33,111

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,800

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
17,850

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
15,645

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
150

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
500

建設局 北部方面公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,496

建設局 花博記念公園事務所 平成26年02月12日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 鶴見緑地公園管理用　ＬＰガス使用料の支出について（１２月分）
12,347

建設局 花博記念公園事務所 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 鶴見緑地公園管理用市内出張交通費等の支出について(12月分)/花博記念公園事務所
4,230

建設局 花博記念公園事務所 平成26年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　消耗品費 公園事業用　毎日新聞購読料経費（平成２５年１０～１２月分）にかかる支出について
11,775

建設局 花博記念公園事務所 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　工業用水道使用料の支出について（２月分）
1,878,507

建設局 花博記念公園事務所 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（１月分）
7,099,140

建設局 花博記念公園事務所 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１月分）
4,320,502

建設局 花博記念公園事務所 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１月分）
1,616,504

建設局 花博記念公園事務所 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 鶴見緑地公園管理用市内出張交通費等の支出について(1月分)/花博記念公園事務所
9,670

建設局 花博記念公園事務所 平成26年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 鶴見緑地公園管理用　ＬＰガス使用料の支出について（１月分）
1,995

建設局 花博記念公園事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　守口市下水道使用料の支出について（１２月分）
309,564

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物園管理用　天王寺動物園内臨床検査業務委託に係る支出について（１２月分）
38,745

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 動物園事業用　天王寺動物園サービス改善のための他園調査にかかる出張旅費の支出について（その２）
28,520

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　公益社団法人日本動物園水族館協会平成２５年度第２回近畿ブロック園館長会議出席に係る会費の支出について
3,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/天王寺動植物公園事務所
18,006

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　建物修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/天王寺動植物公園事務所
23,100

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/天王寺動植物公園事務所
1,680

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　業務用連絡切手の購入について
43,900

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/天王寺動植物公園事務所
6,436

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　手数料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/天王寺動植物公園事務所
8,500

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　第６１回動物園技術者研究会出席にかかる会費の支出について
20,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/天王寺動植物公園事務所
50,325

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/天王寺動植物公園事務所
20,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/天王寺動植物公園事務所
3,100

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物園事業用　天王寺動物園カレンダーデザイン業務委託に係る支出について
291,480

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算３，５００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
236,250

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレット概算３００ｋｇ外６点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
98,700

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
78,435

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算８００ｋｇ外４点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
902,370

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜概算７，０００ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
274,130

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）タマネギ概算５０ｋｇ外６点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
367,395

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パンの耳概算１，３００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
22,226

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算１８，０００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
661,500

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１８，０００ｋｇ外２点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
1,266,741
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建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ概算８０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
67,620

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウス概算２０，０００匹外４点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
146,475

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールウォーム概算６０箱外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
39,690

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍赤虫概算１０ｋｇ外３点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
7,560

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）キャットフード概算２０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
2,730

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オレンジ概算５００ｋｇ外６点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
41,391

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）愛玩家禽用配合飼料概算１，０００ｋｇ外３点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
37,128

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算５，８００ｋｇ外３点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
209,943

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算２５ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
3,465

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算８，２００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
357,934

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵概算１００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
9,450

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算１，１００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
391,230

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算５００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
16,800

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リーフイーター用ペレット概算５袋外２点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
255,202

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園管理用　天王寺動植物公園内定期清掃業務委託の支出について（１月分）
62,737

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園事業用　天王寺公園・動物園券売機保守業務委託の支出について（１月分）
88,200

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入の支出について（１月分）
22,575

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入の支出について（１月分）
49,350

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入の支出について（１月分）
24,045

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入の支出について（１月分）
45,570

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 天王寺公園・天王寺動物園出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる支出について（1月分）
3,680,678

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園管理用　天王寺動植物公園内警備業務委託－２　長期継続に係る支出について（１月分）
4,705,768

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）干草スーダン概算７，５００ｋｇ外４点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
233,866

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）フタホシコオロギ１・２齢概算５２，０００匹外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
42,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）活マウス概算１００匹外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
39,690

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 天王寺動植物公園入園者管理用　券売機借入（再リース）の支出について（１月分）
265,702

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第５回）にかかる報酬の支出について
26,190

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第２回）にかかる報酬の支出について
17,460

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第４回）にかかる報酬の支出について
17,460

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第３回）にかかる報酬の支出について
17,460

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第３回）にかかる報酬の支出について
17,460

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第２回）にかかる報酬の支出について
17,460

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せにかかる報酬の支出について
17,460

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せにかかる報酬の支出について
17,460

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第４回）にかかる報酬の支出について
17,460

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第２回）にかかる報酬の支出について
1,600

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第４回）にかかる報酬の支出について
1,520

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 魅力向上事業　特別参与との打合せにかかる報酬の支出について
760

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第２回）にかかる報酬の支出について
460

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第３回）にかかる報酬の支出について
1,520

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その３）経費の支出について（第3回中間金）
2,131,500

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ枝の整枝業務委託経費の支出について（12月・1月分）
319,725

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１月分）／天王寺動植物公園事務所
24,050

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園管理用　天王寺公園及び天王寺動物園ごみ等の収集運搬業務委託（概算契約）の支出について（１月分）
225,778

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第５回）にかかる報酬の支出について
26,190

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第６回）にかかる報酬の支出について
43,650

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報償費　報償金 魅力向上事業　天王寺動植物公園関連業務の公募型プロポーザル方式有識者会議（第１回）にかかる報償金の支出について
16,005

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報償費　報償金 魅力向上事業　天王寺動植物公園関連業務の公募型プロポーザル方式有識者会議（第２回）にかかる報償金の支出について
16,005
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建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第５回）にかかる報酬の支出について
1,520

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 魅力向上事業　特別参与との打合せ（第６回）にかかる報酬の支出について
1,700

港湾局 財産活用担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 臨管-55　小型貨物自動車継続検査整備業務委託にかかる経費の支出について（土地売却用）
44,394

港湾局 財産活用担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 財産活用担当事務用　地下鉄回数カード外２点の購入経費の支出について
22,500

港湾局 財産活用担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　地下鉄回数カード外２点の購入経費の支出について
45,000

港湾局 財産活用担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 財産活用担当事務用　地下鉄回数カード外２点の購入経費の支出について
24,480

港湾局 財産活用担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場電気料金の支出について（１月分）（財産維持管理用）臨管－８５
11,862

港湾局 財産活用担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地売却用　臨管－５７　不動産鑑定評価依頼の支出について
473,760

港湾局 財産活用担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地賃貸用　臨管－５８　不動産鑑定評価依頼の支出について
1,044,750

港湾局 財産活用担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場水道料金の支出について（１月分）臨管－８６　（財産維持管理用）
997

港湾局 財産活用担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場水道料金の支出について（１月分）臨管－８６　（財産維持管理用）
577

港湾局 財産活用担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務用　ＡＴＣ地下１階部分の賃貸借料の支出（３月分）について
1,127

港湾局 財産活用担当 平成26年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 臨管－７０　不動産鑑定評価依頼及び同経費の支出について（土地売却用）
751,800

港湾局 財産活用担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について(財産活用事務用)平成26年1月分
5,688

港湾局 開発調整担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 臨港地区管理用　近接地出張旅費(12月分)の支出について
740

港湾局 開発調整担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費(12月分)の支出について(職員出張用)
3,530

港湾局 開発調整担当 平成26年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 築港赤レンガ倉庫維持管理用　電気料金の支出について（1月分）
18,705

港湾局 開発調整担当 平成26年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 職員出張用　地下鉄回数券購入にかかる経費の支出について
6,000

港湾局 開発調整担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　印刷製本費 臨港地区管理用　大阪港臨港地区分区図（Ａ３判）印刷費の支出について
63,000

港湾局 開発調整担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費(1月分)の支出について(職員出張用)
2,020

港湾局 計画担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地及び市内出張旅費の支出について（平成２５年度１２月分）
760

港湾局 計画担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地及び市内出張旅費の支出について（平成２５年度１２月分）
14,000

港湾局 計画担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 計画担当業務用　地下鉄回数カード購入経費の支出について（平成２５年度　その２）
15,000

港湾局 計画担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　天馬株式会社他への出張旅費の支出について（１／１６～１７　東京都北区他）
54,640

港湾局 計画担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　印刷製本費 平成２５年度　大阪市港湾審議会用　大阪港港湾計画図・位置図作製経費の支出について
198,450

港湾局 計画担当 平成26年02月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　国土交通省への出張旅費の支出について（１／２２　東京都千代田区）
28,020

港湾局 計画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入（その２）（平成２６年１月分）に係る経費の支出について
34,650

港湾局 計画担当 平成26年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　阪神インランドコンテナデポ（滋賀）への出張旅費の支出について（２／６　滋賀県野洲市）
3,020

港湾局 計画担当 平成26年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　国土交通省港湾局への出張旅費の支出について（２／６　東京都千代田区）
56,040

港湾局 計画担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ作成処理業務委託　長期継続（平成26年1月分）に係る経費の支出について
1,218,000

港湾局 計画担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２５年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について（第三次納付用）
870,714,302

港湾局 計画担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２５年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について（第三次納付用）
65,000,000

港湾局 計画担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２５年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について（第三次納付用）
61,500,000

港湾局 計画担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２５年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について（第三次納付用）
1,034,000

港湾局 計画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地及び市内出張旅費の支出について（平成２５年度１月分）
9,760

港湾局 保全監理担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁維持管理点検補修用　請第7100号　かもめ大橋緊急補修工事の経費の支出について
8,347,500

港湾局 保全監理担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 建築業務用陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）１２月分の支出について
6,174

港湾局 保全監理担当 平成26年02月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁舗装補修用　請第5250号　此花大橋舗装補修工事（その3）の経費の支出について（前払金）
7,140,000

港湾局 保全監理担当 平成26年02月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 設計業務用　陽画焼付等（第３四半期）請負（単価契約）１２月分（設計）にかかわる経費の支出について
5,529

港湾局 保全監理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（1月分）の支出について
2,520

港湾局 保全監理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 自動車重量税印紙および申請手数料購入経費の支出について（港湾工事車両用）
3,100

港湾局 保全監理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 自動車重量税印紙および申請手数料購入経費の支出について（港湾工事車両用）
39,400

港湾局 保全監理担当 平成26年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険経費の支出について（港湾工事車両用）
44,690

港湾局 保全監理担当 平成26年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 高速道路通行料の支出について〔工事車両用〕（H25.12.使用分）
4,800

港湾局 保全監理担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 建築業務用事務用品（パンチラベル他７点）の購入経費の支出について
9,061

港湾局 保全監理担当 平成26年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 建築業務用陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）１月分の支出について
3,906

港湾局 保全監理担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補強用　請第5102号　此花大橋床版補強工事の竣工金の支出について
19,830,548

港湾局 保全監理担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補強用　請第5102号　此花大橋床版補強工事の竣工金の支出について
10,745,452
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港湾局 環境整備担当 平成26年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 環境整備担当業務用　郵便切手買入にかかる経費の支出について
42,500

港湾局 環境整備担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（１月分）の支出について
4,190

港湾局 設備担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス溶接エルボ　ほか３点購入にかかる経費の支出について
23,100

港湾局 設備担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却水ポンプＯＨキット買入にかかる経費の支出について
5,743

港湾局 設備担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　吸気マニホールドＯＨキットほか８点買入にかかる経費の支出について
9,901

港湾局 設備担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却器系統ＯＨキットほか３点買入にかかる経費の支出について
183,498

港湾局 設備担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 シリンダヘッドＯＨキット外２２点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
790,236

港湾局 設備担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 請第3470号 電球及び安定器等買入(単価契約)1月分の支出について 電気設備維持管理用
182,370

港湾局 設備担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　吸気マニホールドＯＨキットほか８点買入にかかる経費の支出について
84,046

港湾局 設備担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角ボルトほか２点買入にかかる経費の支出について
38,455

港湾局 設備担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）12月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
2,931

港湾局 設備担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ウエス買入にかかる経費の支出について
46,200

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　雨合羽ほか７点買入にかかる経費の支出について
4,494

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ボンネットパッキンほか５点買入にかかる経費の支出について
6,331

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　雨合羽ほか７点買入にかかる経費の支出について
14,669

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　雨合羽ほか７点買入にかかる経費の支出について
17,220

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 クレーン性能検査手数料にかかる経費の支出について　施設維持管理用
15,800

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ボンネットパッキンほか５点買入にかかる経費の支出について
103,147

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　雨合羽ほか７点買入にかかる経費の支出について
1,123

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却水ポンプＯＨキットほか１点買入にかかる経費の支出について
8,401

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　雨合羽ほか７点買入にかかる経費の支出について
1,123

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　雨合羽ほか７点買入にかかる経費の支出について
4,494

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　雨合羽ほか７点買入にかかる経費の支出について
4,494

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ｃ－２４　機械担当業務用　玉掛け技能講習（実務経験者）受講料の支出について
3,200

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　雨合羽ほか７点買入にかかる経費の支出について
8,988

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却水ポンプＯＨキットほか１点買入にかかる経費の支出について
7,371

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－２４　機械担当業務用　玉掛け技能講習（実務経験者）受講料の支出について
26,600

港湾局 設備担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　雨合羽ほか７点買入にかかる経費の支出について
43,050

港湾局 設備担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　防食アルミ板買入にかかる経費の支出について
334,950

港湾局 設備担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　皮手袋ほか２点買入にかかる経費の支出について
3,528

港湾局 設備担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　乾燥剤ほか１点の買入にかかる経費の支出について
28,770

港湾局 設備担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第3462号 港区外電気設備点検業務委託料の支出について（電気設備維持管理用）
1,067,220

港湾局 設備担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　皮手袋ほか２点買入にかかる経費の支出について
166,425

港湾局 設備担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 防潮扉用　請第3650号大阪港防潮扉遠隔制御設備移設工事の経費の支出について（完成払）
7,969,500

港湾局 設備担当 平成26年02月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 電委－７　旧港湾局庁舎電気機器内絶縁油採取業務委託の施工実施並びに経費の支出について（旧港湾局庁舎産業廃棄物処理用）
84,000

港湾局 設備担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 自動車維持管理用　４７Ｃ－２５　自動車継続検査用法定費用経費の支出について
1,100

港湾局 設備担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　自動車損害賠償責任保険料（なにわ４００そ７９３４）の支出について
17,270

港湾局 設備担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 公課費　公課費 自動車維持管理用　４７Ｃ－２５　自動車継続検査用法定費用経費の支出について
12,300

港湾局 設備担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　排気伸縮継手ほか１点買入にかかる経費の支出について
55,020

港湾局 設備担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　蛍光灯用安定器ほか４点買入にかかる経費の支出について
53,550

港湾局 設備担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 自動車維持管理用　自動車継続検査用法定費用経費の支出について
2,200

港湾局 設備担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　自動車損害賠償責任保険料（なにわ１１た１５１１外１台）の支出について
50,410

港湾局 設備担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 自動車維持管理用　自動車継続検査用法定費用経費の支出について
21,600

港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　シリンダブロックＯＨキットほか９点買入にかかる経費の支出について
290,080

港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　エポキシ樹脂系上塗塗料ほか１２点買入にかかる経費の支出について
89,880

港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＬＯフィルターほか９点買入にかかる経費の支出について
2,835

港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＬＯフィルターほか９点買入にかかる経費の支出について
35,182

港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　エポキシ樹脂系上塗塗料ほか１２点買入にかかる経費の支出について
42,158
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港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＬＯフィルターほか９点買入にかかる経費の支出について
3,402

港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　舶用蛍光灯器具ほか１点買入にかかる経費の支出について
30,870

港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　舶用蛍光灯器具ほか１点買入にかかる経費の支出について
28,980

港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　エポキシ樹脂系上塗塗料ほか１２点買入にかかる経費の支出について
202,492

港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＬＯフィルターほか９点買入にかかる経費の支出について
129,446

港湾局 設備担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営施工用　起重機借上げ（その２）経費の支出について
194,250

港湾局 設備担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　室外機用プロペラ買入にかかる経費の支出について
4,662

港湾局 設備担当 平成26年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （設電－５）近接地等出張交通経費の支出について（近接地等出張用　平成２６年１月分）
120

港湾局 設備担当 平成26年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－３１　機械担当業務用　交換用カートリッジ（その２）買入れにかかる経費の支出について
14,700

港湾局 設備担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ウエス（その２）買入にかかる経費の支出について
50,400

港湾局 設備担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ウエス（その２）買入にかかる経費の支出について
63,000

港湾局 設備担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ウエス（その２）買入にかかる経費の支出について
12,600

港湾局 設備担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 ４７Ｃ－２３　船舶検査手数料にかかる経費の支出について
46,800

港湾局 設備担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　平鋼ほか８点買入にかかる経費の支出について
163,787

港湾局 設備担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－３３　機械担当業務用　省力パンチほか２点買入れにかかる経費の支出について
4,596

港湾局 設備担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事-1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入(単価契約) 1月分の支出について 鶴町電気事務所管理用
13,230

港湾局 設備担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 ４７Ａ－３２　小型ボート買入にかかる経費の支出について
246,750

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｖベルトほか３２点買入にかかる経費の支出について
37,125

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか６点買入にかかる経費の支出について
39,711

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｖベルトほか３２点買入にかかる経費の支出について
57,310

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか６点買入にかかる経費の支出について
22,607

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｖベルトほか３２点買入にかかる経費の支出について
59,115

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｖベルトほか３２点買入にかかる経費の支出について
10,342

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｖベルトほか３２点買入にかかる経費の支出について
34,440

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか６点買入にかかる経費の支出について
22,606

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｖベルトほか３２点買入にかかる経費の支出について
120,025

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第3463号 住之江区電気設備点検業務委託料の支出について（電気設備維持管理用）
956,445

港湾局 設備担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか６点買入にかかる経費の支出について
19,530

港湾局 設備担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営施工用　メッキ加工にかかる経費の支出について
6,615

港湾局 設備担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 自動車維持管理用　４７Ｃ－２７　自動車継続検査用法定費用経費の支出について
1,100

港湾局 設備担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　自動車損害賠償責任保険料（なにわ５０１ぬ７１１０）の支出について
27,840

港湾局 設備担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 自動車維持管理用　４７Ｃ－２７　自動車継続検査用法定費用経費の支出について
32,800

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　グースネック形空気管頭ほか６点買入にかかる経費の支出について
20,160

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか３８点買入にかかる経費の支出について
16,327

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか３８点買入にかかる経費の支出について
17,083

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　グースネック形空気管頭ほか６点買入にかかる経費の支出について
20,160

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか３８点買入にかかる経費の支出について
1,365

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　グースネック形空気管頭ほか６点買入にかかる経費の支出について
55,650

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか３８点買入にかかる経費の支出について
13,283

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか３８点買入にかかる経費の支出について
13,283

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　グースネック形空気管頭ほか６点買入にかかる経費の支出について
32,550

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか３８点買入にかかる経費の支出について
18,900

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか３８点買入にかかる経費の支出について
33,946

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）1月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
1,147

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 旅費　普通旅費 管外出張用　安治川左岸地区42-5号外11基防潮鉄扉改良工事工場検査立会の出張旅費支出について（設電－６）
37,060

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 旅費　普通旅費 管外出張用　安治川左岸地区42-5号外11基防潮鉄扉改良工事工場検査立会の出張旅費支出について（47A-36）
37,060

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　無給油ブッシュほか３点買入れにかかる経費の支出について
102,375

港湾局 設備担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか３８点買入にかかる経費の支出について
84,284
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港湾局 施設管理担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 緑地管理用　請６０５１号　臨港緑地清掃業務委託（その１）に関する経費の支出について（第１回）
2,740,000

港湾局 施設管理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請６０６５号　緑地管理事務所清掃業務委託料（12月分）の支出について（事務所等管理用）
70,000

港湾局 施設管理担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用等）
141,340

港湾局 施設管理担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用等）
6,433

港湾局 施設管理担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直９０５－１号　超速硬セメントの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
41,422

港湾局 施設管理担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　万能グリスの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
11,970

港湾局 施設管理担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械（重機関係）借入（１２月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
118,650

港湾局 施設管理担当 平成26年02月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 緑地維持管理用　請６０６４号　緑地管理事務所機械警備業務委託（長期契約）（10月～12月）の支出について
80,000

港湾局 施設管理担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（１月分）の支出について
1,890

港湾局 施設管理担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 緑地維持管理用　請６０５７号　臨港緑地駐車場管理業務委託（１２月分）の支出について
280,000

港湾局 施設管理担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 臨港道路維持管理用　通行料改定に伴う有料臨港道路（大阪港咲洲トンネル）通行回数券の交換又は払戻に関する支出事務委託経費（２月分）の支出について
30,000

港湾局 施設管理担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当自動車修繕(１２・１月分)の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
37,800

港湾局 施設管理担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当普通特種自動車修繕の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕）
203,700

港湾局 施設管理担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　普通特殊自動車追加修繕（その３）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
71,242

港湾局 施設管理担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 生コンクリート・モルタル（１２月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
48,037

港湾局 施設管理担当 平成26年02月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請９２０９号　港湾局所管直営作業発生産業廃棄物処理業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
280,599

港湾局 施設管理担当 平成26年02月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（１２月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
253,207

港湾局 施設管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（１月分）の支出について
740,931

港湾局 施設管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（１月分）の支出について
1,218,241

港湾局 施設管理担当 平成26年02月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　ぺデストリアンデッキ電気料金１月分の支出について
1,097,598

港湾局 施設管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（１月分）の支出について
971,707

港湾局 施設管理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 重量税等の納付に伴う印紙購入にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
9,600

港湾局 施設管理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 重量税等の納付に伴う印紙購入にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
101,800

港湾局 施設管理担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　小型貨物自動車追加修繕の実施にかかる経費の支出について（なにわ432ま7788）
78,015

港湾局 施設管理担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路管理用　咲洲及び舞洲域内等警備業務委託料（１２月分）の支出について
660,000

港湾局 施設管理担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路管理用　咲洲及び舞洲域内等警備業務委託料（１２月分）の支出について
3,240,000

港湾局 施設管理担当 平成26年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 道路維持補修用　直９０５-１号　南京錠買入にかかる経費の支出について
61,110

港湾局 施設管理担当 平成26年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　普通自動車（特種・塵芥車）緊急修繕の実施にかかる経費の支出について(なにわ800さ4056)
92,400

港湾局 施設管理担当 平成26年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について（平成２６年１月分）緑地維持管理用
720

港湾局 施設管理担当 平成26年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械（車両関係）借入（１２月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
141,540

港湾局 施設管理担当 平成26年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直９０５－４号　桟木（杉）外１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
82,950

港湾局 施設管理担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　職員輸送車借入の実施及び同経費の支出について（１月分支払）
36,540

港湾局 施設管理担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 道路維持補修用　直９０５-１号　強力洗浄剤買入にかかる経費の支出について
115,500

港湾局 施設管理担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（１月分）（事務所等管理用）
181,497

港湾局 施設管理担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（1月分）の支出について
16,275

港湾局 施設管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　切断砥石ほか１７点買入にかかる経費の支出について
64,659

港湾局 施設管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（１月分）の支出について
2,500,329

港湾局 施設管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（１月分）の支出について
171,969

港湾局 施設管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（１月分）の支出について
11,702

港湾局 施設管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（１月分）の支出について
29,442

港湾局 施設管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（１月分）の支出について
252,709

港湾局 施設管理担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２５年度１月分）施設管理担当用
2,520

港湾局 施設管理担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（１月分）の支出について（事務所等管理用）
235,645

港湾局 施設管理担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険料の支出について（公用車維持管理用）
119,800

港湾局 施設管理担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 使用済み工事用乾電池運搬業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
35,616

港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（１月分）の支出について
9,188,837

港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道、新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（１月分）の支出について
903,357

港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　咲洲運河（ポンプ場及び緊急電話）電話料金（２月分）の支出について
5,256
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港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路施設専用回線使用料（２月分）の支出について
74,424

港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　夢舞大橋専用回線使用料（２月分）の支出について
7,938

港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路管理用　道路維持（不法投棄物収集運搬処分等）業務委託料（１０月から１２月分）の支出について
217,350

港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路管理用　道路維持（不法投棄物収集運搬処分等）業務委託料（１０月から１２月分）の支出について
1,331,400

港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋維持管理用　夢舞大橋電気料金（１月分）の支出について
834,843

港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（1月分）の支出について
5,218

港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第9605号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（1月分）　臨港道路維持管理用
75,495

港湾局 施設管理担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 夢舞大橋点検用　ひき船よう船にかかる経費の支出について
2,567,915

港湾局 振興担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　新年賀詞交歓会への出席及び船社・港運事業者等に対する大阪港利用促進活動にともなう東京出張旅費の支出について　振－２８
77,800

港湾局 振興担当 平成26年02月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 ポートセールス用　職員の海外出張に伴う現地交通費の支出について　[平成26年2月13日(木)～15日(土)ベトナム社会主義共和国／ホーチミン市]
4,000

港湾局 振興担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 クルーズ客船誘致受入業務用　福岡クルーズ会議への出席に伴う福岡出張旅費の支出について（振－２７）
62,760

港湾局 振興担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 ポートセールス用　職員の海外出張に伴う海外出張旅費の支出について　[平成26年2月18日(火)～19日(水)中華民国（台湾）／台北市　振（海外）6]
94,900

港湾局 振興担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 ポートセールス用　職員の海外出張に伴う海外出張旅費の支出について　[平成26年2月18日(火)～19日(水)　中華民国(台湾)／台北市　振（海外）5]
104,900

港湾局 振興担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 ポートセールス用　職員の海外出張に伴う現地交通費の支出について　[平成26年2月18日(火)～19日(水)中華民国(台湾)／台北市]
10,000

港湾局 振興担当 平成26年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 報償費　報償金 客船クルーズ誘致受入業務用　「クルーズ客船受入業務委託」選定委員会にかかる委員報酬の支出について
32,010

港湾局 振興担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（”Marine”２０１４年新年号）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
28,035

港湾局 振興担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 ポートセールス用　職員の海外出張にかかる記念品の購入及び同経費の支出について
39,375

港湾局 工務担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 会計実地検査用　会計実地検査に伴う会場使用料の支出について
1,968

港湾局 工務担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　建築工事監理指針(上)ほか8点買入にかかる経費の支出について
2,415

港湾局 工務担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 設計積算用　建築工事監理指針(上)ほか8点買入にかかる経費の支出について
40,425

港湾局 工務担当 平成26年02月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成25年12月分)の支出について（港湾業務情報システム用）
402,937

港湾局 工務担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　請第1077号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（１月分）の経費の支出について
129,570

港湾局 工務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 観測システム用　平成２５年度　気象・海象観測通信機器契約の更新及び同賃料の支出について（３月分）
3,900

港湾局 防災保安担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 自動車保守・維持管理用　車両継続検査にかかる経費の支出について
2,500

港湾局 防災保安担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車保守・維持管理用　自動車損害賠償責任保険の更新にかかる経費の支出について
26,180

港湾局 防災保安担当 平成26年02月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 保安対策用　３点確認実施に伴う、一時停止周知ビラ印刷にかかる経費の支出について
55,650

港湾局 防災保安担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　常吉ポンプ場稼働状況通信回線料の支出について（平成２６年１月分）
2,628

港湾局 防災保安担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 防災施設維持管理用　集中監視装置端末局の電気料金の支出について（平成２６年１月分）
134

港湾局 防災保安担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 防災施設管理用　近接地旅費の支出について（１２月分）
2,650

港湾局 防災保安担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 防災施設管理用　産業廃棄物（ヘルメット）収集運搬及び処理業務委託にかかる経費の支出について
39,900

港湾局 防災保安担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （保安対策用）市内出張等交通費（１月分）の支出について
1,470

港湾局 防災保安担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機長期借入にかかる経費の支出について（１月分）　保安対策用
52,342

港湾局 防災保安担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車の借入にかかる経費の支出について（１月分）　保安対策用
22,365

港湾局 防災保安担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８０５号　港湾防災センター清掃業務委託（平成２５年１０月～平成２６年１月）にかかる経費の支出について（１月分）
40,837

港湾局 防災保安担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安用　請第１８０４号　軽貨物自動車借入による支出について（１月分）
85,995

港湾局 防災保安担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２６年１月分）
26,376

港湾局 防災保安担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 携帯電話料金（ＮＴＴドコモ）の支出について（１月分）　保安対策用
783

港湾局 防災保安担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（１月分）　保安対策用
16,674,000

港湾局 防災保安担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　平成２５年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（１月分）
439,852

港湾局 海務担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（１２月分）
84,840

港湾局 海務担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（１２月分）
201,495

港湾局 海務担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（１２月分）の支出について
457,766

港湾局 海務担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　インクジェットプリンター用インクカートリッジ買入にかかる経費の支出について
2,268

港湾局 海務担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業、給水事業及び巡視業務用　消火薬品外２点の買入にかかる経費の支出について　＜一般会計・港営会計合併分＞
4,489

港湾局 海務担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業、給水事業及び巡視業務用　消火薬品外２点の買入にかかる経費の支出について　＜一般会計・港営会計合併分＞
4,462

港湾局 海務担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業、給水事業及び巡視業務用　消火薬品外２点の買入にかかる経費の支出について　＜一般会計・港営会計合併分＞
11,629

港湾局 海務担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成25年12月分）の支出について　維－４
10,019

港湾局 海務担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成25年12月分）の支出について　維－５
354
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港湾局 海務担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 海務担当一般業務用　小型船舶登録事項証明書の手数料の支出について
1,350

港湾局 海務担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 給水事業用　水質試験料（１２月２４日実施、真清水丸）にかかる経費の支出について
27,982

港湾局 海務担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の経費の支出について（平成25年12月分）
141,834

港湾局 海務担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 航行安全対策用　インターネット回線使用料（平成25年12月分）の支出について
24,360

港湾局 海務担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の経費の支出について（平成25年12月分）
14,953

港湾局 海務担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 巡視業務用　ガラス用スケール除去剤の買入にかかる経費の支出について
6,300

港湾局 海務担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　防水プラグほか１点買入にかかる経費の支出について
1,050

港湾局 海務担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　草刈り機用部品ほか１点買入にかかる経費の支出について
10,626

港湾局 海務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 給水事業用　ＬＰガスの買入にかかる経費の支出について
5,250

港湾局 海務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　プロパンガス漏洩試験業務委託にかかる経費の支出について（真清水丸）
9,450

港湾局 海務担当 平成26年02月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営工事用　断面修復材ほか１点買入にかかる経費の支出について
303,135

港湾局 海務担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（１月分）
10,132

港湾局 海務担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成25年12月分）　維－1
32,971

港湾局 海務担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 巡視業務用　無線電話装置移設及び無線局免許申請業務委託にかかる経費の支出について（つるはま）
300,825

港湾局 海務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 事務用切手購入経費の支出について（その２）
989

港湾局 海務担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　洗浄ブラシほか２点買入にかかる経費の支出について
7,641

港湾局 海務担当 平成26年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　六角ボルトほか１点買入にかかる経費の支出について
270,690

港湾局 海務担当 平成26年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 職員事務連絡用　地下鉄回数カードの買入にかかる経費の支出について
6,000

港湾局 海務担当 平成26年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 事務用　切手の買入にかかる経費の支出について
6,000

港湾局 海務担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　ボイラー点検整備業務委託経費の支出について
89,250

港湾局 海務担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　感熱記録紙買入にかかる経費の支出について
19,215

港湾局 海務担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　デジタルマルチメーター買入にかかる経費の支出について
10,395

港湾局 海務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（１月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
1,994

港湾局 海務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（１月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
2,380

港湾局 海務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（１月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
1,704,390

港湾局 海務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年1月分）の支出について　維－２
4,296

港湾局 海務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　接着系アンカー買入にかかる経費の支出について
75,600

港湾局 海務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　ＦＲＰ樹脂ほか１０点買入にかかる経費の支出について
20,611

港湾局 海務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　ワイドモンキーレンチ買入にかかる経費の支出について
3,580

港湾局 海務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　アセチレンガス充填ほか１点買入にかかる経費の支出について
6,825

港湾局 海務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　コンクリートドリルほか１点買入にかかる経費の支出について
4,365

港湾局 海務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営工事用　劣化防止材買入にかかる経費の支出について
60,900

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年1月分）の支出について（維－３）
10,027

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（１月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
75,370

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（１月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
16,067

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 携帯電話使用料の支出について（１月分）埠頭現場連絡用
58

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　大阪港内水域発生一般廃棄物収集運搬業務委託の経費の支出について（平成26年1月分）
109,536

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（１月分）の支出について
26,880

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　請第1501号　船舶運航支援調整業務委託の経費の支出について（平成26年1月分）
2,053,735

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　請第1501号　船舶運航支援調整業務委託の経費の支出について（平成26年1月分）
2,383,333

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　近接地出張交通費の支出について（１月分）
3,860

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　A重油（港湾局）第4四半期買入（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
128,651

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　A重油（港湾局）第4四半期買入（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
97,598

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（１月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
2,628

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９３１１号　水深選択ソフト用パソコン等機器一式の支払いについて　長期借入（１月分）
14,070

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾事業一般管理用（海務担当（海務）　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成25年12月分）の経費の支出について
1,500

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の経費の支出について（平成26年1月分）
141,833

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営工事用　A重油（港湾局）第4四半期買入（単価契約）（１月分）買入にかかる経費の支出について
838,451
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港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成25年12月分）の支出について
21,127

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　請１５００号　大阪港航行安全情報提供業務委託（その２）の経費の支出について（平成26年1月分）
5,028,333

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　請第1501号　船舶運航支援調整業務委託の経費の支出について（平成26年1月分）
1,033,432

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の経費の支出について（平成26年1月分）
14,955

港湾局 海務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約経費の支出について（平成26年3月分）
179,130

港湾局 総務担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 静電複写機による複写（白黒）代金の支出について（平成25年12月分）　職員事務用
4,187

港湾局 総務担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 静電複写機による複写（白黒）代金の支出について（平成25年12月分）　職員事務用
157,398

港湾局 総務担当 平成26年02月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 不祥事根絶に向けた取組み用DVDプレーヤー一体型ホームプロジェクター外１点買入経費の支出について
7,087

港湾局 総務担当 平成26年02月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　海事新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２５年１０月～平成２５年１２月分
70,875

港湾局 総務担当 平成26年02月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２５年１０月～平成２５年１２月分
11,775

港湾局 総務担当 平成26年02月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　庁用器具費 不祥事根絶に向けた取組み用DVDプレーヤー一体型ホームプロジェクター外１点買入経費の支出について
90,300

港湾局 総務担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 国際交流用　第15回姉妹港・友好港会議及び平成25年度サイゴン港との技術交流にかかる通訳・翻訳料の支出について
2,128,297

港湾局 総務担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成25年12月利用分・緑地管理事務所②）庁舎維持管理用
2,991

港湾局 総務担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成26年1月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
107,657

港湾局 総務担当 平成26年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　印刷製本費 広報冊子「Ｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｏｓａｋａ　２０１３／２０１４年版」（大阪港普及宣伝用）の編集・印刷業務委託の契約変更について
823,200

港湾局 総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について【総務事務用】（平成26年1月分）
51,665

港湾局 総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
405,936

港湾局 総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成26年3月分）
195,149

港湾局 総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　ＡＴＣ駐車場使用料の支出について（平成26年3月分）
217,560

港湾局 総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成26年3月分）
16,557,727

港湾局 総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出について（平成26年1月分）
53,917

港湾局 総務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（緑地管理事務所・平成25年12月分）　庁舎維持管理用
15,235

港湾局 総務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成25年12月分）　庁舎維持管理用
8,421

港湾局 総務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成26年1月分）　庁舎維持管理用
8,421

港湾局 総務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（緑地管理事務所・平成26年1月分）　庁舎維持管理用
15,235

港湾局 総務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
43,260

港湾局 総務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　食糧費 国際交流用　メルボルン港との職員交流にかかる経費の支出について（資金前渡）
129,000

港湾局 総務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 国際交流用　メルボルン港との職員交流にかかる経費の支出について（資金前渡）
130,000

港湾局 総務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 国際交流用　メルボルン港との職員交流にかかる経費の支出について（資金前渡）
20,000

港湾局 総務担当 平成26年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 使用料及賃借料　使用料 国際交流用　メルボルン港との職員交流にかかる経費の支出について（資金前渡）
85,900

港湾局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年1月分）　庁舎維持管理用
239,663

港湾局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年1月分）　庁舎維持管理用
595,180

港湾局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成26年1月分）
33,840

港湾局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年1月利用分・ＡＴＣ庁舎）　庁舎維持管理用
157,285

港湾局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年1月利用分・緑地管理事務所）庁舎維持管理用
18,471

港湾局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年1月利用分・電気事務所）庁舎維持管理用
26,569

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
27,822

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
73,869

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
22,248

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
8,339

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
76,545

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
8,946

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
26,929

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
23,652

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
622

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
145,520

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
42,605

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
3,032
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港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
7,799

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
10,101

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
7,075

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
5,316

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
16,526

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
6,965

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
126,591

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
27,454

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
8,491

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
10,917

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
9,206

港湾局 経営監理担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
10,776

港湾局 経営監理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,155

港湾局 経営監理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,840

港湾局 経営監理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
18,500

港湾局 経営監理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
160

港湾局 経営監理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
17,764

港湾局 経営監理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
20,000

港湾局 経営監理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
14,508

港湾局 経営監理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
735

港湾局 経営監理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,800

港湾局 経営監理担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,700

港湾局 経営監理担当 平成26年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（１月分）の支出について
5,720

港湾局 経営監理担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（１月分）の支出について
590

港湾局 監理調整担当 平成26年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 大阪港スポーツアイランド施設管理運営用　業務代行料の支出について（第４回/全４回）
1,769,950

港湾局 監理調整担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(10月分市内出張旅費)事務連絡用
6,080

港湾局 監理調整担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(10月分近接地旅費)事務連絡用
420

港湾局 監理調整担当 平成26年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(10月分市内出張旅費)事務連絡用
2,600

港湾局 監理調整担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(11月分市内出張及び近接地旅費)事務連絡用
3,140

港湾局 監理調整担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(11月分市内出張及び近接地旅費)事務連絡用
7,730

港湾局 監理調整担当 平成26年02月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(12月分市内出張及び近接地旅費)事務連絡用
1,910

港湾局 監理調整担当 平成26年02月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(12月分市内出張旅費)事務連絡用
1,720

港湾局 監理調整担当 平成26年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について 12月分 港湾管理一元化関係業務・外郭団体監理業務用
5,121

港湾局 監理調整担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　筆耕翻訳料 大阪北港ヨットハーバー運営事業者募集資料翻訳業務委託にかかる支出について（資料翻訳用）
50,085

港湾局 監理調整担当 平成26年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業用　府市港湾管理者統合に関する国土交通省港湾局（本省）出張旅費の支出について
84,060

港湾局 監理調整担当 平成26年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について 1月分 港湾管理一元化関係業務・外郭団体監理業務用
11,091

港湾局 監理調整担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 平成24年度指定管理者評価専門委員報償金の支出について　その2　（指定管理者評価専門委員報償金用）
2,667

港湾局 監理調整担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 平成24年度指定管理者評価専門委員報償金の支出について　その3　（指定管理者評価専門委員報償金用）
2,668

港湾局 監理調整担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 平成24年度指定管理者評価専門委員報償金の支出について　その2　（指定管理者評価専門委員報償金用）
2,668

港湾局 監理調整担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 平成24年度指定管理者評価専門委員報償金の支出について　その1　（指定管理者評価専門委員報償金用）
2,667

港湾局 監理調整担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 平成24年度指定管理者評価専門委員報償金の支出について　その1　（指定管理者評価専門委員報償金用）
2,668

港湾局 監理調整担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 平成24年度指定管理者評価専門委員報償金の支出について　その3　（指定管理者評価専門委員報償金用）
2,667

会計室 会計企画担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
2,000

会計室 会計企画担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（1月分）の支出について
24,416

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
54,106

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
145,952

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
907

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
616,018
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会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
1,755

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
38,133

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
724

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
49,058

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
724

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
283,024

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
3,277

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
27,930

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
122,091

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
38,317

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
454,857

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
294,204

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
3,284

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
176,853

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
295,898

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
108,573

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
365,581

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
52,373

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
335,674

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
85,220

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
196,878

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
6,099

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
345,687

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
936,176

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
15,012

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
37,084

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
1,863,028

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
1,273

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
2,004

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
13,447

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
73,515

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
649,148

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
432,755

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
3,642,423

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
19,471,821

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
198,380

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
691,981

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
463,550

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
922,107

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
663,255

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
543,499

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
783,518

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
1,197,084

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
983,284

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
474,576

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
930,740

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
17,311,361

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
4,850
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会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
724

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
724

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
22,985

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
6,099

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
188,254

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
150,480

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
160,471

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
164,053

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
8,964

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
485,871

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
3,181,389

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
6,314,269

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
4,199

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
53,456

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
32,590

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
41,206

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
3,833

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
26,283

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
8,596

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
19,238

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
142,297

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
394,744

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
259,870

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
16,707

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
3,385,412

会計室 会計企画担当 平成26年02月06日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（１月請求分）の支出について
1,390

会計室 会計企画担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報償費　報償金 公会計事務用　第１回平成26年度公会計制度改革プロジェクト支援業務委託にかかる事業者提案審査会議にかかる報償金の支出について
34,310

会計室 会計企画担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 大阪市公金収入報告書電子計算機処理業務委託料（第３四半期）の支出について
73,318,986

会計室 会計企画担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２５年７月追加分）
770

会計室 会計企画担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（1月分）の支出について
2,691

会計室 会計企画担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（1月分）の支出について
2,628

会計室 会計企画担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（1月分）の支出について
34,270

会計室 会計企画担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（1月分）の支出について
20,793

会計室 会計企画担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,169

会計室 会計企画担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,030

会計室 会計企画担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　備品修繕料 会計事務用庁内情報パソコンの修繕経費について
53,375

会計室 会計企画担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（会計事務用　１月分）
23,196

会計室 会計企画担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器借入経費の支出について（会計事務用　１月分）
23,683

会計室 会計企画担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等一式借入経費の支出について（会計事務用　１月分）
35,878

会計室 会計企画担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の支出について（会計事務用　１月分）
20,235

会計室 会計企画担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（２月請求分）の支出について
11,256

会計室 会計企画担当 平成26年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（２月請求分）の支出について
51,251

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
7,216

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
27,504

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
6,975

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
4,431

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
4,500

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
4,627



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約に基づく経費の支出について（1月分）
2,408,175

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
8,960

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
7,888

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,477

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
7,168

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
8,409

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
16,334

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,477

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
6,447

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
97,770

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
4,520

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
2,544

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,809

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
4,101

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,202

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
3,295

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
4,431

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
8,371

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,477

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
3,581

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,883

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
3,486

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
2,954

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
3,100

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,965,969

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
55,624

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,687

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
3,486

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
7,385

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
5,810

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
9,707

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
31,115

会計室 会計企画担当 平成26年02月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
11,538

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
955

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
4,641

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
5,691

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,980,999
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会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
12,541

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
10,309

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
39,403

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
7,065

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
113,898

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
403,827

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
139,695

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
153,696

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,035,302

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
85,512

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
175,467

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
185,592

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
84,460

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
125,190

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
120,862

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
133,311

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
126,018

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
117,835

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
71,535

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
115,792

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
202,135

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
234,013

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
210,953

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
349,402

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
18,241

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
306,489

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
207,361

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
227,504

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
194,495

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
439,942

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
231,638

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
209,041

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
283,887

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
204,933

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
207,046

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
630

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
976

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
315,972

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
579

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
334,013

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
302

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
3,452

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
373,916
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会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
226,410

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
35,137

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
126

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
722

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
396,162

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
7,891

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
11,098

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
6,576

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
34,240

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
2,396

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
19,472

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
200

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
10,785

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
16,468

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
45,636

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
418

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
163

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
979

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
22

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
303,534

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
1,847

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
9,451,543

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
607,947

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
2,386,646

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
3,148

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
775,530

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
992,990

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
923,427

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
550,673

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
694,499

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
561,212

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
7,631,299

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
574,555

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
884,989

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
410,768

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
506,209

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
380,629

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
29

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
10,031

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
190

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
396

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
457

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
1,206

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
896

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
16
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会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
159

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
50

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
96

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
7,024

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
42,641

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
2,426

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
234

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
51,922

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
1,876

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
280

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
2,754

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
32,699

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
10,581

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
7,146

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
16

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
1,154

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
1,456

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
28,321

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
218,077

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
263

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
39,130

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
13,979

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
3,148

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
11,931

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
56,670

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
23,054

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
9,042

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
63,329

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
71,600

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
1,666

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
7,823,235

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
985,373

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
4,786,292

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
3,170,240

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
2,772,145

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
16,335,181

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
2,991

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
23,561

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
37

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
6,744,529

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
44,569

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
48,789

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
997
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会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,178,334

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
122,394

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
33,474

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
23,269

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
207,552

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
49,240

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
932,712

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
9,959

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
12,197

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
46

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
181,194

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
20,462

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
735,570

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
27,222

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
306,741

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
2,125

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
2,362

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
840

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
702,506

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（１月分）の支出について
55,230

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線２群）料金（２月請求分）の支出について
2,691

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
54

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
9,444

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
26,338

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（１月分）の支出について
29

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
304,957

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
12,836,619

会計室 会計企画担当 平成26年02月25日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月請求分）の支出について
3,148

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
37,517

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,814

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（２月請求分）の支出について
2,725

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,662

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
254

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
6,828

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,563

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
6,190

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
10,078

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,602

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
12,236

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,483

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
10,154

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,586

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,604
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会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
53,547

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,871

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
9,393

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
10,078

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,604

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
4,266

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
504

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（２月請求分）の支出について
3,371

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
416,691

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（２月請求分）の支出について
2,612

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
21,534

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,071

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規追録購入経費の支出について（会計事務用）
16,722

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　１月分）
4,860

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
12,024

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
323

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,948

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
14,415

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
64,181

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
56,063

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
14,396

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
6,647

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,382

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
10,938

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
5,504

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
8,623

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,225

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,386

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
10,015

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
7,208

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
4,686

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
291,435

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,145

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
69,812

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
11,887

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
7,629

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,604

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
8,258

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
5,291

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
3,035

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,296

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
2,080

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
5,117

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,449

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,100

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
174,417

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,903



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報
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会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
912

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,827

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,600

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
245,004

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
20,904

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
7,208

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
4,472

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,604

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
21,833

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
26,941

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,604

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
54,526

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
11,672

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
9,759

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
6,127

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
7,683

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,763

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
78,519

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
6,968

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
23,648

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
6,968

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
13,936

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
10,015

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
42,820

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
20,030

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
53

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
82,570

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
282,205

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,942

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
7,479

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
8,002

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
9,082

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
20,618

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（２月請求分）の支出について
5,057

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
46,514

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,226

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
48,265

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
90,154

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
124,041

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（２月請求分）の支出について
2,628

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
36

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
30,656

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
110,228

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,634

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
4,282

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
355

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
270,268
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会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,048

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,604

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
12,942

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
14,631

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
141

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
18,622

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
335

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
150

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
10,078

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
7,669

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
12,062

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
85,143

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
18,185

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
682,996

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
32,684

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,537

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
10,015

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
27,775

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
351,948

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
5,046

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
10,078

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
18,163

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
247,667

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,629

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
47

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
287

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
210

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
15,101

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
34,154

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
20,388

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
10,092

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
9,157

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
13,025

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,284

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
100

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,775

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
39,146

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
28,300

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
12,386

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,243

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
10,982

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
11,583

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
12,689

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,478

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
5,389

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,523
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会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
18,281

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,419

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
11,519

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
45,176

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,481

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,713

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
40,290

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
44,211

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,213

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
38,281

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
53,480

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
7,942

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
48,951

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
13,808

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,623

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
9,386

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
10,932

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
26,368

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
9,366

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
170,580

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,586

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
20,564

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
12,568

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
268,021

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
10,155

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
40,720

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
51,428

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
66,495

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
65,492

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
69,210

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
11,282

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
7,666

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
65,926

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
117,943

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
25,688

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
7,557

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
9,689

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
162,230

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
1,569,045

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,830

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
29,122

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
4,873

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
9,990

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,929

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
67

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
5,025
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会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,964

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
2,416

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
77,958

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
6,230

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
8,772

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
6,169

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,285

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
7,334

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,930

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
4,521

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
378,562

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,741

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,707

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,826

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
44,148

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
36,558

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,672

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
28,191

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
85,287

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
5,886

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
30,906

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
163,854

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
5,389

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
168,880

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,438

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
30,234

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（２月請求分）の支出について
7,758

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
138,248

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（２月請求分）の支出について
16,782

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
5,991

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
18,181

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
2,975

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
27,863

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
1,064

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
2,340

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
128,166

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（２月請求分）の支出について
3,096

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
625

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
13,105

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（２月請求分）の支出について
2,341

会計室 会計企画担当 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（２月請求分）の支出について
3,604

会計室 会計管理担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現金出納簿外３点の作成にかかる支出について（会計事務用）
61,320

会計室 会計管理担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（１月分）
4,650,500

北区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用出張交通費（11月分、９・１０月追加分）の支出について
48,340

北区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」（平成25年５月号～平成26年４月号）編集デザイン業務委託契約にかかる経費の支出について（2月号分）
128,100

北区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 各種事務用出張交通費（11月分、９・１０月追加分）の支出について
540
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北区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策職員住宅にかかる回線使用料（基本料）等の支出について（１２月分）
2,953

北区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(1月分）
1,360

北区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(1月分）
400

北区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用大阪市旗作製経費の支出について
23,310

北区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金（１月分）
3,522

北区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 区庁舎設備維持管理用特定建築物簡易水道検査にかかる経費の支出について
8,751

北区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金（１月分）
212

北区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 区庁舎設備維持管理用特定建築物簡易水道検査にかかる経費の支出について
529

北区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金（１月分）
68

北区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 区庁舎設備維持管理用特定建築物簡易水道検査にかかる経費の支出について
170

北区役所 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（１月分）
85,400

北区役所 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（１月分）
376,250

北区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第７回北区区政会議にかかる会議録調製経費の支出について
47,250

北区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎機械警備及び警備機器保守業務委託経費の支出について（１月分）
19,446

北区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等長期借入経費の支出について（１月分）
17,241

北区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器長期借入経費の支出について（１月分）
5,565

北区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
27,930

北区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所庁舎機械警備及び警備機器保守業務委託経費の支出について（１月分）
1,176

北区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所庁舎機械警備及び警備機器保守業務委託経費の支出について（１月分）
378

北区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区の広報紙（平成25年５月号～平成26年４月号）概算印刷契約にかかる支出について（２月号分）
342,189

北区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（経営戦略）事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
2,660

北区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（経営戦略）事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
3,260

北区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（経営戦略）事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
800

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅賃料及び共益費の支出について（３月分）
120,000

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費　＜機械番号３８０５８３＞
17,608

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費　＜機械番号３８０５８３＞
1,964

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費　＜機械番号３８０５３７＞
2,368

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費　＜機械番号３８０５３７＞
19,091

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（１月分）
64,982

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（１月分）
154,160

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（１月分）
246,916

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（１月分）
8,610

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（１月分）
290,084

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第８回北区区政会議にかかる会議録調製経費の支出について
47,250

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）経費の支出について（平成２５年度１月分）
210,583

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１月分）
7,779

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（１月分）
5,446

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金（１月分）
7,069

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金（１月分）
5,255

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（１月分）
17,013

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１月分）
470

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（１月分）
329

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金（１月分）
2,272

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金（１月分）
1,689

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（１月分）
5,468

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（１月分）
105

北区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１月分）
151

北区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 北区役所広報紙「わがまち北区」（平成25年５月号～平成26年４月号）新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月号分）
432,582
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北区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度北区役所広報紙「わがまち北区」（平成25年４月号～平成26年３月号）新聞未購読世帯への配付業務委託（概算）契約経費の支出について（２月号分）
75,062

北区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
201

北区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課(総務）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
120

北区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域ＦＡＸ（市外）・ＦＡＸ（市外）使用料（１月分）
3,548

北区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（１月分）
29,158

北区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課(総務）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,980

北区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課(総務）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,230

北区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（１月分）
1,147

北区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（１月分）
368

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度２月分　歳出還付金（一般分）・資金前渡
70,000

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度２月分　歳出還付金（退職分）・資金前渡
10,000

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用切手の購入経費の支出について
28,500

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　歳出還付金（一般分）・口座振替払
157,942

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　歳出還付金（一般分）・口座振替払
36,591

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 タイルカーペット（北区役所）購入経費の支出について
529,368

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当一般事務用消耗品（封筒外１４点）購入経費の支出について
38,403

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険口座振替納付勧奨等の取り組み（啓発用クリアファイル作成）にかかる経費の支出について
146,000

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国民健康保険口座振替納付勧奨等の取り組み（啓発用クリアファイル作成）にかかる経費の支出について
32,500

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金担当一般事務用消耗品（封筒外１４点）購入経費の支出について
15,000

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー複写経費の支出について（１月分）
19,130

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２６年２月審査分　一般）
939,347

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２６年２月審査分）
950,000

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２６年２月審査分）
420,000

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２６年２月審査分　退職）
3,281

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用コピー複写経費の支出について（平成２６年１月分）
26,175

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント記念事業用スプーン・フォークセットの購入にかかる経費の支出について
136,500

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）後納郵便料金（平成２６年１月分）の支出について
138,730

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について
2,109

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について
39,930

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について
679,912

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　歳出還付金（一般分）・口座振替払
156,178

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について
47,056

北区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について
143,233

北区役所 住民自治課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
13,020

北区役所 住民自治課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる訓練用消耗品の購入経費の支出について
289,800

北区役所 住民自治課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１月分）の支出について（生涯学習推進事業）
1,620

北区役所 住民自治課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度「北区はたちのつどい」補助音響システムの設置及び音響機器操作業務委託にかかる経費の支出について
68,250

北区役所 住民自治課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市北区地域振興活動補助金にかかる経費の支出について
180,797

北区役所 住民自治課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 歴史まち歩き講座「北区ぶらぶら（秋冬編　第５回）」の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 住民自治課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度「北区はたちのつどい」開催にかかる手話通訳謝礼の支出について
4,000

北区役所 住民自治課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度　「生涯学習フェスティバル」周知用チラシ及びポスターの作成にかかる支出について
20,685

北区役所 住民自治課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入にかかる経費（１月２９日分）の支出について
600

北区役所 住民自治課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１月３０日分）の支出について
5,250

北区役所 住民自治課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
6,342

北区役所 住民自治課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１月分）の支出について（生涯学習推進事業）
1,140

北区役所 住民自治課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市北区自律的な地域運営を支援するための活動補助金にかかる経費の支出について
200,000

北区役所 住民自治課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 歴史まち歩き講座「北区ぶらぶら（番外編）」の実施にかかる講師謝礼の支出について
26,250

北区役所 住民自治課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（２月分）の支出について（生涯学習推進事業）
1,290



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

北区役所 住民自治課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「地域安全対策」プロジェクト事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
7,560

北区役所 住民自治課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
31,500

北区役所 住民自治課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,520

北区役所 住民自治課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
240

北区役所 住民自治課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
80

北区役所 住民自治課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯に係る携帯電話料金（１月分）
330

北区役所 住民自治課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
45,255

北区役所 住民自治課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民の命を守るための防災対策事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
51,450

北区役所 住民自治課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用コピー複写経費の支出について（1月分）
6,561

北区役所 住民自治課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
3,120

北区役所 住民自治課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
1,930

北区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）２月分の支出について
10,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）２月分の支出について
30,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用高齢者虐待対応業務にかかる出張旅費の支出について（１０月分・１１月分）
1,320

北区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の取扱費の支出について
156,958

北区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．１３６０～１３８６）
367,844

北区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送No．１３８７）
5,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１３３３～１３３４）
1,640

北区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．１３４６～１３５９）
55,990

北区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用出張旅費（１２月分）の支出について
420

北区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用出張旅費（１２月分）の支出について
320

北区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者自立支援法に基づく補装具費の支出について
1,763,071

北区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 日常生活用具給付金（大阪市重度障害者日常生活用具給付事業用）の支出について
736,321

北区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．１３８８～１３９３）
41,990

北区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
270,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（No．１４１８～１４２０）
19,950

北区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 公衆衛生看護管理者研修（実務管理）後期日程にかかる旅費の支出について
35,200

北区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用精神保健事業にかかる出張旅費の支出について（１２月分）
240

北区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１３４０～１３４５）
73,909

北区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１３３５～１３３９）
30,410

北区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　リングノート外２２点買入経費の支出について
45,698

北区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．１４１２～１４１４）
35,114

北区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．１４０８～１４１１）
106,212

北区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（No．１４１５～１４１７）
626,435

北区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　リングノート外２２点買入経費の支出について
3,590

北区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　リングノート外２２点買入経費の支出について
1,970

北区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　リングノート外２２点買入経費の支出について
19,509

北区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　リングノート外２２点買入経費の支出について
28,645

北区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）健康グループ
2,180

北区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）健康グループ
8,109

北区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１３９８～１４０７）
75,388

北区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１３９４～１３９７）
4,550

北区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）健康グループ
1,600

北区役所 保健福祉課 平成26年02月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成25年度母子福祉貸付金の支出について（平成26年度高校入学・就学支度資金）
700,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域アクションプラン事業にかかる物品購入経費の支出について
7,140

北区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者自立支援法に基づく補装具費の支出について
682,791

北区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 日常生活用具給付金（大阪市重度障害者日常生活用具給付事業用）の支出について
1,101,862



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

北区役所 保健福祉課 平成26年02月19日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成25年度大阪市母子福祉貸付金の支出について（転宅資金）
260,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（１月分）
2,864

北区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険業務に係る事務用品購入経費の支出について
22,841

北区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険業務に係る事務用品購入経費の支出について
4,572

北区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる１２・１月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
5,190

北区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成26年３月分）
22,000,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成26年３月分）
12,000,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成26年３月分）
150,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．１４３６～１４４５）
39,400

北区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１４３３～１４３５）
2,720

北区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成26年３月分）
500,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（エクササイズウォーキング講座）講師報償金の支払について
9,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用市長入院同意患者面接事業にかかる出張旅費の支出について（１２月分）
1,500

北区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る報償金の支払について（１２月分・追加報告分）
8,960

北区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康グループ（健康づくり・健康相談）事務用　コピー複写経費の支出について（１月分）
13,761

北区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用等福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかるコピー代金の支出について（１月分）
9,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用等福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかるコピー代金の支出について（１月分）
4,555

北区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月７日分）
4,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用特別児童扶養手当監査事前説明会にかかる出張旅費の支出について（１２月分）
800

北区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校１月分）
138,297

北区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（社会復帰相談指導事業２月分）
3,864

北区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１４２１～１４３０）
91,300

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校１月分）
202,218

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成25年度ＢＣＧ接種にかかる医師報償金の支出について(1月分)
48,540

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（なるほどウォーキング講座）講師報償金の支払について（１月実施）
9,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
4,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１月分）の支出について
134,450

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１月分）の支出について
72,810

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１月分）の支出について
152,850

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１月分）の支出について
24,270

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１月分）の支出について
72,810

北区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月１０日分）
5,255

北区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域子育て支援事業及び保健福祉課（一般福祉・子育て支援チーム）事業にかかる物品購入経費の支出について
21,661

北区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域子育て支援事業及び保健福祉課（一般福祉・子育て支援チーム）事業にかかる物品購入経費の支出について
17,136

北区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．１４５６～１４６０）
104,574

北区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼（平成２６年１月分）の支出について
10,560

北区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師謝礼（平成２６年１月分）の支出について
8,600

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１月請求分）
395,221

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度重度障がい者医療費助成事業用医療費（食事・生活療養費）の支給決定及び支出について（平成２６年１月請求分）
383,100

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者自立支援法に基づく補装具費の支出について
938,563

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 日常生活用具給付金（大阪市重度障害者日常生活用具給付事業用）の支出について
371,602

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１月請求分）
233,377

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．１４６１～１４６４）
18,400

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について【1月分】（保育ママ　梅田ひまわり園）
1,163,450

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について【1月分】　（フェアリールーム保育ママ）
1,179,680

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について【1月分】（ぬくもりのおうち保育ママ）
506,200

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１月請求分）
231,897
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北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１月請求分）
93,299

北区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　２月分の支出について
1,085,886

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る報償金の支払について（１月分）
234,460

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用　長机外１点買入経費の支出について
156,261

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
1,700

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
3,040

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
240

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
15,390

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,069,095

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,465

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
640

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,190

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
3,275

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
910

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
80

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー複写経費の支出について（１月分）
12,539

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（１月分）の支出について
298,789

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．１５０３～１５１３）
174,781

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．１４８０～１４９４）
174,362

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．１５１４～１５２４）
122,860

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．１４７２～１４７９）
175,238

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（No．１４６５～１４７１）
1,434,540

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
1,390

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
80

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
14,650

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
880

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
560

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
160

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,185

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
3,000

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
21,290

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
480

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
320

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
340

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
11,330

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
7,425

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
615

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,130

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
8,155

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
5,875

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（１月分）
4,580

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
7,155

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（介護保険チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
80,680

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年2月12日分）
1,100

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,010

北区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
635

都島区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（１２月分）
2,953

都島区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）事務用車椅子対応ローカウンター外１点の購入経費の支出について
316,050
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都島区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所屋外用コンセント設置工事及び都島区保健福祉センター分館蛍光灯安定器取替工事費用の支出について
124,162

都島区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度新聞未購読世帯への都島区広報紙配付業務にかかる経費の支出について（１月分）
71,769

都島区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 都島区バス運行業務委託にかかる経費の支出について（10月～12月分）
4,005,000

都島区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年１２月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
340

都島区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２５年１１月分統計調査事務用市内出張交通費の支出について
1,080

都島区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発用ウエットティッシュの購入経費の支出について
44,520

都島区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,800

都島区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度都島区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（２月分）
335,580

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（１月分）
9,573

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画事務用ネットワーク対応カラープリンタ外１点の購入及び同経費の支出について
47,481

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報「みやこじま」発行事業用ネットワーク対応ＨＤＤ外１点の購入及び同経費の支出について
50,865

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用清掃業務委託料の支出について（１月分）
345,450

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル維持管理用清掃業務委託料の支出について（１月分）
65,578

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（１月分）
33,600

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（１月分）
4,575

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（１月分）
3,780

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地下貯蔵タンク及び埋設配管等漏洩点検業務費用の支出について
47,250

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生活支援担当事務用コピー機付属機器使用料の支出について（１月分）
2,100

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（１月分）
9,660

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（１月分）
10,920

都島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモートコントロールシステムにかかる使用料の支出について（１月分）
1,050

都島区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（３月分）
120,000

都島区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（１月分）
13,254

都島区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（１月分）
334,701

都島区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル管理業務委託料の支出について（１月分）
380,878

都島区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報パソコンリモートコントロールシステム用情報端末借入費用の支出について（１月分）
4,203

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
41,693

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（１月分）
12,816

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,480

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（１月分）
23,595

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（１月分）
38,572

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（１月分）
16,236

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所自動ドア装置取替工事費用の支出について
451,500

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
950

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
8,725

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,540

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（１月分）
6,300

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成26年1月分）
4,585

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用ネットワークサービス費用の支出について（１月分）
6,720

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（１月分）
20,436

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度都島区役所広報紙新聞折込広告業務にかかる経費の支出について（２月分）
416,316

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用ネットワークサービス費用の支出について（１月分）
525

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（１月分）
504

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
4,240

都島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,000

都島区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度成人の日のつどいにおける児童代表謝礼用図書カード購入経費の支出について
6,000

都島区役所 市民協働課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度「都島区成人の日のつどい」会場設営にかかる経費の支出について
335,000

都島区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにおける講師謝礼金の支払いについて（内代小・韓国語講座）
10,000
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都島区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 避難所体験用参加者行事保険料の支出について
9,000

都島区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度「都島区成人の日のつどい」プログラム作成にかかる経費の支出について
36,645

都島区役所 市民協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
8,000

都島区役所 市民協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
80

都島区役所 市民協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区における早朝の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（1月分）
189,000

都島区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第11回生涯学習フェスティバル周知用チラシ・ポスターの作成にかかる経費の支出について
37,275

都島区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（1月分）
5,615

都島区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市都島区地域振興活動補助金の支出について（内代連合振興町会）
11,009

都島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度都島区市民企画公募事業における講師謝礼金の支払いについて（区Ｐ）
20,000

都島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,000

都島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
3,650

都島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金（平成26年1月分）の支出について
11,340

都島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（1月分）
24,000

都島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
7,980

都島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区職員防災講座用手話通訳者派遣にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,600

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２６年２月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２６年２月分）
900,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金2月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金2月分の支出について（退職医療分）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）テープカートリッジ　外10点　買入の支出について
17,220

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）テープカートリッジ　外10点　買入の支出について
11,655

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）テープカートリッジ　外10点　買入の支出について
6,300

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納による還付金の支出について（歳出　一般　2月）
80,989

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料（12月分）の支出について
2,664,900

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
210

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
700,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
337,970

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納による還付金の支出について（歳出　一般　2月）
386,322

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
94,190

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（2月支給分）
2,780

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
10,060

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（2月支給分）
940

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（1月分）
14,590

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月保険分）
5,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
111,394

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（2月支給分）
3,100

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
14,855

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
622,931

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
130,362

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（2月支給分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
60,116

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
21,732

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
14,906

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
23,879

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
17,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
23,550

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
23,000
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都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
75,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
18,309

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９～１２月分）の支出について
70,583

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１～１２月分）の支出について
30,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料１２月分）の支出について
8,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用２月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所にかかる消耗品費（２月分）の支出について
30,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（通常保育用２月分）の支出について
30,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
132,509

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
78,933

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
25,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
129,342

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
253,998

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
253,998

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
72,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
97,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（11月分）の支出について（追加）
340

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
22,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　広告料 相続財産管理人選任申立に係る家事予納金の支出について
3,670

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２・１月分）の支出について
16,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
12,453

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２・１月分）の支出について
24,296

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１～１２月分）の支出について
159,253

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１０～１２月分）の支出について
34,587

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代６・１０・１１・１２月分）の支出について
24,450

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２～１月分）の支出について
8,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
17,664

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
4,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１１月分）の支出について
2,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２・１月分）の支出について
16,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１１月～１月分）の支出について
80,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料１２月分）の支出について
4,520

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
43,208

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
29,046

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料１２月分）の支出について
4,520

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
51,139

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
129,334

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
8,240

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
1,802

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
8,880
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都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
78,480

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
14,841

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
22,841

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
21,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,287

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業にかかる扶助金の支出について(第5号)
239,629

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
4,336

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
6,180

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
21,980

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,670

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,068

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,150

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
23,520

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,220

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
14,510

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,530

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
40,865

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
22,980

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,754

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
22,610

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
21,650

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）１月分の支出について
44,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
2,960

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出につい（1月分）
500

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 地域支援調整チーム実務者会議における講師謝礼の支出について
12,110

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,040

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,340
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都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
23,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,704

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
40,704

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
11,960

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
19,330

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
680

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育推進事業用物品の購入経費の支出について
18,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 地域支援調整チーム実務者会議における講師謝礼の支出について
12,110

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
21,650

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
18,630

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
42,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,095

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
14,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
18,630

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
42,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
12,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所にかかる賄材料費（２月分）の支出について
647,336

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立御幸保育所にかかる賄材料費（２月分）の支出について
670,032

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,787

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,258

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,360

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）１月分の支出について
412,590

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
378

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費等の支出について（平成26年1月分）
150

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年３月分）
33,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年３月分）
16,000,000
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都島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年３月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年３月分）
200,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年３月分）
3,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 各種保健事業実施関係費（BCG医師）１月分報償金
48,540

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（1月分）
61,240

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
10,630

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,550

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費１月分）の支出について
10,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１月分）の支出について
13,165

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費１月分）の支出について
33,086

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１月分）の支出について
95,464

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
13,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１月分）の支出について
40,457

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１月分）の支出について
83,706

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１２月分）の支出について
28,579

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１月分）の支出について
19,649

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
5,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
44,472

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１２月分）の支出について
3,520

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１月分）の支出について
117,024

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
15,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
205,384

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
200,592

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
15,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
22,454

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
20,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,128

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
43,826

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
22,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
47,689

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
213,610

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域福祉コーディネート事業にかかる委託料の支出について（第3四半期分）
2,017,473

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
966,083

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
40,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,363

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
23,940

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800
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都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,345

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,095

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
390,215

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 乳幼児医療助成事業にかかる医療費の支出について
447,744

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
40,558

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
600

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
940

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（1月分）
44,060

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
240

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
3,120

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
1,440

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
1,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
315

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
380

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
28,210

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
1,049,730

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
3,545

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
24,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
12,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
18,630

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
39,375

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
4,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
9,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
25,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
2,425

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
6,330

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
1,550

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
5,580

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（１月分）
27,255

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
18,790

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
304,540
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都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１２月分）の支出について
6,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 結核医師コホート検討会（医師）報償金の支出について
11,360

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
640

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
480

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
520

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
160

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
80

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
6,220

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
29,110

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（グループワーク）に係る講師料の支出について（１月分）
9,360

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業に係る講師料の支出について（１月分）
9,020

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
720

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
80

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
153,755

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
3,840

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
2,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（1月分）
2,721

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
23,036

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
8,855

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
80

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
4,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママ　きらきらBaby都島北通園　1月分）
1,056,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（きらきらBaby都島園　1月分）
989,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（桜の宮ベビーセンター　1月分）
1,126,420

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
1,545

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
4,780

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（１月分）
15,140

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
10,770

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
55,450

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（1月分）
6,340

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
14,735

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
2,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
3,050

福島区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　小口支払基金繰入金の支出について
312

福島区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　小口支払基金繰入金の支出について
12,950

福島区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 区政会議用ペットボトル茶の購入経費の支出について
1,501

福島区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成26年1月分　小口支払基金繰入金の支出について
9,975

福島区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年1月分　小口支払基金繰入金の支出について
1,000

福島区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）（1月号分）
304,531

福島区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る謝礼金の支出について（平成26年1月分）
62,000

福島区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特別支援サポート事業に係る謝礼金の支出について（平成26年1月分）
79,000

福島区役所 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
429,911

福島区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分（1回目）　小口支払基金繰入金の支出について
22,810

福島区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特別支援サポート事業に係る謝礼金の支出について（平成26年1月追加分）
17,000

福島区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る謝礼金の支出について（平成26年1月追加分）
7,000

福島区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）（2月号）
97,125

福島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
25,510

福島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年1月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
462,000
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福島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年1月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について
35,280

福島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所1階三角柱業務委託経費の支出について
40,425

福島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年1月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
9,765

福島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度1月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,499

福島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度1月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
24,465

福島区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２５年工業統計調査にかかる消耗品購入経費の支出について
10,437

福島区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　区役所事業用コピー代金の支出について
13,899

福島区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　区役所事業用コピー代金の支出について
57,594

福島区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）（2月号分）
304,531

福島区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年1月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
3,912

福島区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年1月分　福島区窓口案内員派遣業務委託料の支出について
156,068

福島区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所窓口サービス課レイアウト変更に伴う電話回線移設業務委託経費の支出について
195,300

福島区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年1月分　庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について
4,515

福島区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」の全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成25年5月号～平成26年3月号)（2月号）
488,674

福島区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年11月～平成26年1月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
2,410

福島区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報用JR福島駅前看板製作設置業務にかかる委託料の支出について
128,625

福島区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　総務課用市内出張交通費の支出について
14,660

福島区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
4,540

福島区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所1階電源増設工事委託経費の支出について
103,950

福島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区庁舎設備維持用 室内熱交換機薬品洗浄経費の支出について
38,115

福島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴用郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（１月分）
475

福島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
20,436

福島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　窓口サービス課・総務課用後納郵便料金の支出について
75,790

福島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（１月分）
15,435

福島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター用郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（１月分）
12,540

福島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（１月分）
8,300

福島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（1月分）の支出について
2,110

福島区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（1月分）の支出について
2,240

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）２月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）２月分の支出について
20,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（２月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支払準備金の支出について（２月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（1月分3回目･口座払）
91,951

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について（1月分1回目･口座払）
4,974

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　小口支払基金繰入金の支出について
5,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（1月分4回目･口座払）
131,193

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（1月分2回目・口座払）
250,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(1月分2回目・口座払)
151,688

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について（1月分2回目･口座払）
21,521

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
470

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当における市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
320

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当における市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
480

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用卓上ベル外３点の購入及び同経費の支出について
7,486

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
1,120

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍及び住民登録事務用消耗品の購入経費の支出について
10,290

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（2月分1回目･口座払）
100,361

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（2月分1回目・口座払）
200,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
99,892
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福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務室移転に伴う相談窓口用テーブルの購入及び同経費の支出について
12,075

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
4,498

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成26年1月分）
1,940

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成26年1月分）
83,116

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成26年1月分）
261,452

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成26年1月分）
70,708

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療保険事務用後納郵便経費の支出について（平成26年1月分）
2,185

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療保険事務用後納郵便経費の支出について（平成26年1月分）
8,845

福島区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成26年1月分）
29,690

福島区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発用「大開小学校ＰＴＡ学習会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

福島区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 成人の日記念のつどい関係事業にかかるプログラム印刷の支出について
41,265

福島区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（1月分）
2,481

福島区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 春休みヒューマンシアター開催用周知チラシの作成経費の支出について
53,550

福島区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,974

福島区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
190

福島区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発に使用消耗品の購入経費の支出について
23,940

福島区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,338

福島区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,512

福島区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,840

福島区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,400

福島区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,500

福島区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,520

福島区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発用紙袋（成人）の購入経費の支出について
157,500

福島区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品の支払について
77,143

福島区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 電気自動車からの電力供給による避難所の電源確保のための「日産リーフ」リース契約経費の支出について
27,195

福島区役所 市民協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２６年１月分)
12,720

福島区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
1,985

福島区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
1,500

福島区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
2,600

福島区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両のタイヤ交換及びバッテリーの支払について
45,854

福島区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青色防犯パトロール車両のタイヤ交換及びバッテリーの支払について
16,530

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（１月分）
29,000

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 春休みヒューマンシアター開催用啓発物品の購入経費の支出について
24,000

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区長杯第４０回ボウリング大会用のレプリカ等の購入経費の支出について
45,353

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（1月分）
1,200

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（12月・1月分）
3,200

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
1,200

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
80

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（1月分）
240

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（1月分）
1,120

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
710

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（四回目）
6,160,950

福島区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 ほたるまちふれあい祭りの実施にかかる分担金の支出について
2,200,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
195,290

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者住宅改修費給付事業にかかる給付金の支出について
189,615

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
6,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
190,205

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
195,975



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,270

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用２月分）の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（通常保育用２月分）の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費（通常保育用２月分）の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 大阪市地域福祉活動推進事業（研修・啓発事業）にかかるリーフレットの印刷経費の支出について
84,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居費用の支出について
114,345

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる福祉用具の自己負担金の支出について
1,900

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年１月分ハッピーママプレママ応援計画の推進事業にかかる報償金の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１１月～１２月分）
39,276

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
270

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,580

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
2,280

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
570

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
1,960

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年11月追加分）
800

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品の購入経費の支出について
20,483

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品（トナー）の購入経費の支出について
40,110

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,483

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
19,577

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
78,589

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
27,398

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,780

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１１月分）
14,880

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
37,801

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座(壮年）用事務用品購入経費の支出について
15,972

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,780

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
11,274

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
716

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,126

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,110

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
600

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
50

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年1月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
287,300

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　重度障がい者医療費療養費２月支給分の支出について
321,861

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　一部負担金相当額等一負助成費２月支給分の支出について
44,293

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１１月分）
1,716

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
10,416

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
5,700

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
70,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,250

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費２月支給分の支出について（その２）
70,288
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福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費２月支給分の支出について
344,340

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
6,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
82,425

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
230,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
3,380

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１月分）
24,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる住宅改修代金の自己負担金の支出について
20,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,250

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,250

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成26年1月分の支出について
18,060

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼１月分の支出について
43,260

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,700

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,230

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
6,136,480

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
4,082,594

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
55,310

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
50,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
800,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる２月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
100,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
72,306

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
9,270

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
194,711

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
6,914

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,680

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 地域支援調整チーム代表者会議手話通訳料の支出について
14,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立野田保育所賄材料費（平成26年2月分）の支出について
580,444

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立海老江保育所賄材料費（平成26年2月分）の支出について
795,003

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１月分）
27,523

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材費の支出について（１月分）
4,349

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材費の支出について（１月分）
5,606

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１月分）
5,100

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材費の支出について（１２・１月分）
52,957

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（１月分）
29,610

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年1月分　第3回目コホート検討会医師報償金の支出について
11,360

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　重度障がい者医療費療養費２月支給分の支出について（その２）
337,870

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
39,721

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
31,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,343

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　一部負担金相当額等一負助成費２月支給分の支出について（その２）
44,728

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費２月支給分の支出について（その５）
36,360

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費２月支給分の支出について（その４）
37,869

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費２月支給分の支出について（その３）
36,662

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　ひとり親家庭医療費療養費２月支給分の支出について
10,595

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月27日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　就学支度資金の支出について
323,465
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福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年1月分各種保健事業用等市内出張交通費の支出について
4,080

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年1月分各種保健事業用等市内出張交通費の支出について
960

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年1月分）
330

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉センター事業用公用車の車検にかかる経費の支出について
27,840

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健福祉センター事業用公用車の車検にかかる経費の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年1月分保健福祉課事務用コピー代金の支出について
27,180

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
10,855

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
880

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
900

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,570

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
43,225

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
501,130

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
6,700

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年1月分
480

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
250

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
960

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
160

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる料金後納郵便代金の支出について（１月分）
124,067

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年1月分）
1,930

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年1月分）
280

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年1月分）
760

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
101,890

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年1月分）
160

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
8,645

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年1月分）
5,740

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
4,970

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年1月分）
640

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,880

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
13,850

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,910

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年1月分）
15,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
3,170

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成26年1月分
9,605

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年1月分
36,820

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年1月分
2,880

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年1月分
1,850

福島区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年1月分
80

此花区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年１２月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
100,934

此花区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１２月分）
3,981

此花区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所窓口案内人従事者派遣にかかる費用の支出について
145,180

此花区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器　一式　長期借入費用の支出について
49,915

此花区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金　平成２６年１月分の支出について（払込書１通）
411,534

此花区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　１１月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
46,320

此花区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
39,690

此花区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区役所　栄養指導室内トイレ修繕費用の支出について
21,000

此花区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区・港区・此花区役所庁舎清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について
684,340

此花区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区・港区・此花区役所庁舎清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について
1,161,965
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此花区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」編集業務委託料の支出について（平成26年1月号・2月号）
346,500

此花区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区・港区・此花区役所庁舎清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について
1,080,290

此花区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用　Ｘスタンパー外事務用品購入費の支出について（計１１点）
20,954

此花区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分　７７～８１）
300

此花区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分　７７～８１）
698

此花区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分　７７～８１）
14,200

此花区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分　７７～８１）
14,000

此花区役所 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　窓口サービス課レイアウト変更にかかる電話移設業務委託料の支出について
108,150

此花区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷経費の支出について（平成26年2月号）
322,649

此花区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について　１月分
672,258

此花区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　樹木維持管理業務の委託料の支出について
143,682

此花区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について　１月分
7,233

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
131,388

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区民ホール　排気ファンＭＣＣＢ動作不良修繕工事にかかる経費の支出について
25,935

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 此花区広報事業用「メール便」利用経費（平成26年1月分）の支出について
4,000

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
480

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金　平成２６年２月分の支出について（払込書１通）
20,499

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
640

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 モバイル通信利用料（平成26年1月分）の支出について
4,585

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課用）の支出について（平成26年1月分）
1,910

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　産業廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
7,373

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　産業廃棄物収集・運搬・処分業務にかかる経費の支出について（臨時分）
105,000

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務の委託料の支出について（１月分）
4,305

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
2,318

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所窓口案内人従事者派遣にかかる費用の支出について（1月分）
145,180

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器　一式　長期借入経費の支出について（1月分）
49,915

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・常時啓発）の支出について（平成26年１月分）
480

此花区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・常時啓発）の支出について（平成26年１月分）
4,080

此花区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（１２月分）
20,000

此花区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（１２月分）
65,000

此花区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　６３～６６）
1,578

此花区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　６３～６６）
500

此花区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　６３～６６）
2,800

此花区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　６３～６６）
17,880

此花区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「エンターテイメントクラブ」報償金の支出について（１０～１２月分）
156,200

此花区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生涯学習計画推進事業　生涯学習フェスティバルのチラシ及びポスター作成経費の支出について
69,300

此花区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 此花けん玉道場にかかる報償金経費の支出について（振込み不能分）
4,490

此花区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 まちづくり担い手育成事業にかかる地域活動担い手育成セミナー（第３回）報償金経費の支出について
7,440

此花区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり担い手育成事業にかかる消耗品購入経費の支出について（模造紙他）
2,696

此花区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　６７～６９）
1,200

此花区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　６７～６９）
1,800

此花区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　６７～６９）
240

此花区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる中学校国際クラブ報償金経費の支出について（平成２５年１２月分）
29,600

此花区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区生涯学習計画推進事業にかかる消耗品の購入について（掲示パネル用フック）
2,499

此花区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全関係事業等にかかる消耗物品購入経費の支出について
294

此花区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全関係事業等にかかる消耗物品購入経費の支出について
4,394

此花区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 全地域での防災訓練実施への支援事業にかかるメッシュゼッケンベスト購入経費の支出について
57,750

此花区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成25年1月分）
6,398
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此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる生活指導アドバイザー報償金の支出について（１月分）
15,000

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（１月分）
144,920

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる英語教育実践講座報償金の支出について（１月分）
108,000

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業の推進にかかる結束バンド等購入経費の支出について
13,000

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花から世界へ発信ＭＫＢプロジェクト事業にかかる消耗品の購入費用の支出について（トナーカートリッジ）
35,490

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
440

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
80

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
2,890

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
80

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 「此花区生涯学習計画」推進事業にかかるメール便費用の支出について（平成２６年１月分）
640

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
1,360

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
480

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
2,960

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
4,160

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
6,825

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区民ホール等にかかる一般廃棄物収集運搬・処分業務委託経費の支出について（平成２６年１月分）
722

此花区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区民ホール等にかかる一般廃棄物収集運搬・処分業務委託経費の支出について（平成２６年１月分）
270

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年2月分　葬祭費の前渡資金の支出について
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年2月分　出産育児一時金の前渡資金の支出について
2,100,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（２月分支払資金）の支出について
30,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（２月分支払資金）の支出について
20,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
111,692

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住基カード発行機用リボン他１点の購入にかかる経費の支出について
53,046

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （ライフイベント記念事業用）ベビースタイの購入にかかる経費の支出について
189,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 （住民情報用）３段ラテラルシリンダーキーの修繕・交換費用の支出について
17,640

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 （学校選択制事務用）カラー用紙の購入にかかる経費の支出について
3,150

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用　庁内情報プリンタトナーカートリッジ購入費の支出について
12,285

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 街区表示板取付用ボンド他１点の購入費用の支出について
54,180

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費・一般の支出について（平成26年1月分）
161,595

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 葬祭費の支出について（平成26年1月分）
200,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金の支出について（平成26年1月分）
742,247

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
111,692

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（１月分）の支出について
54,550

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（１月分）の支出について
6,122

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（１月分）の支出について
53,061

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（１月分）の支出について
15,030

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（１月分）の支出について
314,897

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金の支出について（平成26年2月分）
1,260,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（１月分）の支出について
85,144

此花区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（１月分）の支出について
24,727

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
61,223

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
9,270

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
39,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる報償金の支出について（１２月分）
9,860

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師料の支出について（１２月分）
10,700

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（１２月分）
26,660

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用２月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費事業資金の支出について（平成26年2月分）
30,000
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此花区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所消耗品費事業資金の支出について（平成26年2月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年5月～12月分）
580

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年5月～12月分）
1,020

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年5月～12月分）
960

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年5月～12月分）
1,200

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年5月～12月分）
840

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年5月～12月分）
640

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第3四半期）にかかる口座振替不能による再支出について
4,850

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
600

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
245,713

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
198,275

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第3四半期）にかかる口座振替不能による再支出について
4,850

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
24,700

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成25年12月25日支払分）口座不能による再支出について
24,180

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
136,982

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
119,757

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
56,700

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
48,770

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
133,564

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
25,180

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
52,080

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
841,670

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
18,540

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
204,341

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
282,220

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品費（のり等）の支出について
25,506

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２６年１月分）
24,270

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診報償金（１２月分）口座振替不能に伴う再支出について
23,527

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 　ノルディックウォーキング教室にかかる講師謝礼の支出について
9,340

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
800

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について
38,070

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車定期点検費の支出について
6,300

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 公用車右テールランプ脱着交換費の支出について
14,595

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる歯科医師・歯科衛生士報償金の支出について　　　　　　　　（平成26年1月分）
30,570

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
20,291

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
12,875

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師料の支出について（１月分）
10,700

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（１月分）
19,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる経費の支出について（１月分）
9,860

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－２）
7,176

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－２）
1,750

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－２）
870

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用 書庫（スチール ロッカー）の購入経費の支出について
87,034

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
54,487

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
23,793
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此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
66,460

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 １月分市内出張交通費の支出について
5,190

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費３月分資金前渡金の支出について
13,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
191,595

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
369,600

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
173,130

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費３月分資金前渡金の支出について
4,200,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２５年度歳出戻入金（本庁執行分）の過誤納付にかかる還付支出について
2,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
76,755

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
303,290

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費３月分資金前渡金の支出について
200,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
4,389

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
109,641

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
1,740

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
121,670

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
345,173

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
400

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
78,350

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬の支出について
3,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費３月分資金前渡金の支出について
700,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
446,640

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６カ月児健診報償金（１月分）の支出について
85,410

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診報償金（１月分）の支出について
79,110

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診報償金（１月分）の支出について
24,270

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦健診報償金（１月分）の支出について
30,570

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,200

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
630

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
37,999

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
1,764

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
10,972

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
4,662

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
2,741

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
6,143

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
3,959

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２６年２月６日支払帳票作成分）の支出について
160,041

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２６年２月６日支払帳票作成分）の支出について
28,494

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
19,855

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立高見町保育所賄材料費の支出について（平成26年2月分）
692,274

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立酉島保育所賄材料費の支出について（平成26年2月分）
610,822

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
74,025

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成26年2月7日支払帳票作成分）の支出について
671,027

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２６年２月６日支払帳票作成分）の支出について
44,294

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度コホート検討会参画医師報償金の支出について(第３回目)
11,360

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見用診断書作成費の支出について
5,250

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費（１月分）の支出について
660

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支出について
7,060

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
4,095
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此花区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
3,605

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
3,656

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支出について
800

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等にかかる事務用品の購入経費の支出について
20,475

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て親子よっといでプラン事業　「子育て学習会」 ポスター作成経費の支出について
30,135

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
320

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,720

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
98,432

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
73,045

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
49,216

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
44,345

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
860

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,240

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料１月分の支出について
213,922

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料１月分の支出について
28,230

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
41,200

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
51,197

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
8,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
180,842

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
23,650

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
42,320

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
6,830

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
109,901

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
889,430

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
600

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
80

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
240

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
800

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
2,640

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
16,430

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
100

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
87,483

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
43,714

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
9,350

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
890

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
890

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,950

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
320

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,520

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度大阪市保育ママ事業における運営委託契約にかかる委託料の支出について（1月分）
994,110

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,230

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,650

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
15,300

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,210

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分　コピー代金（単価契約）の支出について
5,292

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（１月分）
50,130

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（１月分）
5,760

此花区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（１月分）
3,200



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

中央区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 工業統計調査用コピー代金の支出について（１２月分）
6,200

中央区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち１月分・内訳書決議番号51～56））
21,713

中央区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 中央区役所待合い用長椅子修理業務の実施並びに同経費の支出について
29,400

中央区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち１月分・内訳書決議番号51～56））
1,370

中央区役所 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１２月分）
28,834

中央区役所 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 区役所庁舎の非常用発電設備にかかる燃料補充の実施並びに同経費の支出について
158,550

中央区役所 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所庁舎非常用発電設備にかかるオイル交換の実施並びに同経費の支出について
198,450

中央区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち１月分・内訳書決議番号127～131・222～225・331）
19,740

中央区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち１月分・内訳書決議番号127～131・222～225・331）
16,770

中央区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（区まち１月分・内訳書決議番号127～131・222～225・331）
735

中央区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち１月分・内訳書決議番号127～131・222～225・331）
5,600

中央区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち１月分・内訳書決議番号127～131・222～225・331）
15,750

中央区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち１月分・内訳書決議番号127～131・222～225・331）
11,360

中央区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用切手の購入並びに同経費の支出について
20,000

中央区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発用啓発物品の購入及び同経費の支出について
56,700

中央区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所受水槽・汚水槽・雑排水槽清掃作業の実施並びに同経費の支出について
362,250

中央区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎衛生害虫駆除業務の実施並びに同経費の支出について
64,890

中央区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 平成２５年度「とんぼりリバーウォーク光と音のにぎわい事業」開催業務委託の実施並びに同経費の支出について
2,073,750

中央区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（1月分）
7,054

中央区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（1月分）
632

中央区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（1月分）
221

中央区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 中央区役所窓口サービス課用備品（シュレッダー）の購入並びに同経費の支出について
312,375

中央区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
46,447

中央区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
96,580

中央区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市外）
223,576

中央区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
2,995

中央区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
6,228

中央区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市外）
20,051

中央区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
1,048

中央区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
2,179

中央区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市外）
7,018

中央区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成25年4月号～平成26年3月号）の実施並びに同経費の支出について（1月号分）
1,039,419

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央区災害対策用職員住宅にかかる賃貸借の実施並びに同経費の支出について（平成26年3月分）
179,000

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成25年5月号～平成26年4月号）の実施並びに同経費の支出について（2月号）
451,852

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（1月分）
130,000

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（1月分）
160

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（1月分）
240

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）契約の締結並びに同経費の支出について（1月分）
464,624

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用中央区総合庁舎産業廃棄物収集運搬処理業務の経費の支出について（１月分）
13,487

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用中央区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務の経費の支出について（1月分）
6,475

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入の実施並びに同経費の支出について（１月分）
9,240

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報端末賃借業務の実施並びに同経費の支出について（1月分）
4,221

中央区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託の実施並びに同経費の支出について（１月分）
131,250

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（１月分）
2,953

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用アンケート回答郵送経費（受取人払後納郵便料金１月分）
32,205

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市内等）
137,010

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所ファクシミリ使用料１月分の支出について
983

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便１月分の支出について
114,140
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中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
484,262

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２５年工業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）の支出について（１月分）
810

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２５年住宅・土地統計調査にかかる郵便料金（後納料金）の支出について（１月分）
135

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会１月分）の支出について
2,860

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会１月分）の支出について
3,870

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所ファクシミリ使用料１月分の支出について
88

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市内等）
12,287

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市内等）
4,300

中央区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所ファクシミリ使用料１月分の支出について
30

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険徴収事務用コピー代金の支出について（１２月分）
7,498

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
341,624

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般２月分の支出について
300,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退２月分の支出について
30,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課窓口用電子レジスターの購入及び同経費の支出について
976,500

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
87,656

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
963,960

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 中央区役所レイアウト変更にかかる1階窓口サービス課電話移設・撤去工事及び関連する設定作業の実施並びに同経費の支出について
24,150

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 中央区役所レイアウト変更にかかる1階窓口サービス課受付カウンター天板移設及びスロープ設置工事の実施並びに同経費の支出について
53,550

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
158,399

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
655,517

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 中央区役所レイアウト変更にかかる窓口サービス課消耗品（クリアパネル外２点）の購入並びに同経費の支出について
177,418

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 中央区役所レイアウト変更にかかる1階窓口サービス課庁舎案内板作製委託業務の実施並びに同経費の支出について
202,860

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
9,408

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
76,372

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
163,811

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
390,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険（管理）市内出張交通費（１月分）の支出について
400

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
9,900

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
108,110

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納・徴収事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
63,050

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
11,123

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（１月分）
36,990

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
212,450

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納・徴収事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
321,490

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（１月分）
24,440

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
39,763

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
75,221

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
25,953

中央区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
52,700

中央区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯関係事業にかかる単価契約に基づくコピー代金の支出について（１２月分）
23,932

中央区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市中央区防災計画（概要版）の印刷・製本にかかる経費の支出について
78,750

中央区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる防犯ブザーの購入経費の支出について
346,500
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中央区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度成人の日記念のつどい開催に係る手話通訳の派遣及び謝礼について
14,000

中央区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 収容避難所開設にかかる消耗品の購入並びに同経費の支出について
290,664

中央区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度青少年育成推進事業にかかる広報誌「ユースタイムズ」の作成並びに同経費の支出について
150,150

中央区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度成人の日記念のつどいにかかる来賓案内状の作成及び同経費の支出について
11,655

中央区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度成人の日記念のつどいにかかるプログラムの作成並びに同経費の支出について
40,320

中央区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる消耗品購入経費の支出について
4,000

中央区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全防犯対策事業にかかる防犯啓発物品の購入経費の支出について
200,340

中央区役所 市民協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業（家庭教育充実事業）　大阪市立聴覚特別支援学校ＰＴＡ主催に係る講師謝礼の支出について
4,300

中央区役所 市民協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業（家庭教育充実事業）　大阪市立聴覚特別支援学校PTA主催に係る講師謝礼金の支出について
4,300

中央区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業　中央区人権講演会「人生あきらめたらあかん！」実施にかかるチラシ・ポスター作成経費の支出について
49,875

中央区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる啓発物品購入経費の支出について
157,500

中央区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業　人権週間講演会実施に係る一時保育謝礼の支出について
9,080

中央区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯関係事業にかかる単価契約に基づくコピー代金の支出について（１月分）
13,080

中央区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（１月分）
175,500

中央区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償費の再支出について（中央小学校１１月分）
7,238

中央区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度青少年育成推進事業にかかる後納郵便料金の支払いについて（1月分・東郵便局）
2,080

中央区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト業務用携帯電話利用料１月分の支出について
1,592

中央区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度「古典芸能・芸術を通じた船場地区活性化事業」にかかる委託料の支出について
2,852,000

中央区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる料金後納郵便料金１月分の支出について
3,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
1,552

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
1,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
850

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
525

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
250

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
150

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
70

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成25年度市立保育所消耗品費(特別保育用)の支出について（2月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
250

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
1,250

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成25年度市立保育所消耗品費(通常保育用)の支出について（2月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
250

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
350

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
50

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
198,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年度乳幼児発達相談事業実施用市内出張交通費の支出について（８月分）
400

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
29,348

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
95,275

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
89,145

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
85,610

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
33,670

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代等）の支出について
40,425

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 大阪府看護協会主催保健師研修会にかかる出張旅費の支出について
460

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
23,020
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中央区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
119,170

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
3,780

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
78,543

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
16,878

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
63,210

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
5,964

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
33,526

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費（葬祭扶助）の支出について
203,435

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分・内訳決議番号４３６・４３７・４３８）
1,957

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分・内訳決議番号４３６・４３７・４３８）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分・内訳決議番号４３６・４３７・４３８）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分・内訳決議番号４３６・４３７・４３８）
2,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
254,897

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,376

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
189,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
50,180

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,350

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修費）の支出について
20,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
11,740

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印１５点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印１５点）
3,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
17,050

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代等）の支出について
48,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印１５点）
1,050

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印１５点）
642

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印１５点）
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
190,632

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 相続財産管理人選任申立手続き用切手の購入経費の支出について
1,660

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 相続財産管理人選任申立手続き用収入印紙の購入経費の支出について
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１月分）
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障害者福祉サービス費・高額障害児施設給付費の支出について
36,521

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障害者福祉サービス費・高額障害児施設給付費の支出について
16,510

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障害者福祉サービス費・高額障害児施設給付費の支出について
24,176

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
13,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
47,250

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
27,722

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
1,943

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
11,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,410

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
428,260

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１月分）
13,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
56,700

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
10,526

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
14,660

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
41,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（１月分）
30,320
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中央区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる聴覚障がい者に対する手話通訳派遣経費の支出について
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
13,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,479

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
5,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
4,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（給食費）の支出について
232,829

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
16,050

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
19,010

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 すこやか運動推進事業にかかるビラの作成並びに同経費の支出について
22,050

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
960

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
30,745

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度地域福祉見守り活動事業の実施並びに同経費の支出について（第４四半期分）
3,202,590

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
60,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
2,910

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,832

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年３月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
26,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年３月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
15,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年３月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
700,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
13,350

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年３月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
50,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年３月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
2,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用ペットボトルお茶の購入並びに同経費の支出について
10,920

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
16,686

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
26,975

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
1,236

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
89,250

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 すこやか運動推進事業にかかるビラの作成並びに同経費の支出について（ウォーク＆ヒストリー）
23,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
75,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
1,260

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
5,940

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
219,555

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成25年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（2月分）
927,765

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
155,268

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
160,965

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
27,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費の支出について
155,769

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について
201,340

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費の支出について
31,943

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
25,593

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
33,240

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
220,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,584

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,619

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
46,816
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中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修）の支出について
20,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
2,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修費）の支出について
15,141

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入）の支出について
1,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
18,231

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
35,628

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
3,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,640

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
85,335

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
433,675

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費の支出について
424,702

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
16,651

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
3,370

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
3,520

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（１月分）
1,533

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
2,160

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局受取人払分）
59,823

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・南局分）
263,580

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
232,875

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
14,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
24,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,520

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,520

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
810

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,440

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
250

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１月分）の支出について
181,130

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１月分）の支出について
43,170

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１月分）の支出について
25,668

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 ＤＯＴＳ事業（コホート検討）報償金（平成２６年２月分）
28,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
580

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
960

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成26年1月分）
48,540

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・南局分）
65,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局受取人払分）
19,942

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
57,410

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
2,960

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
720

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
5,710

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
8,860

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
6,170

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（1月分）
1,121,225

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について(１月分)
1,039,570

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（1月分）
791,520

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（1月分）
805,620

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
3,530

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,110

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成26年1月分）
6,300
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中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成26年1月分）
134,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年1月分）
79,110

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年1月分）
72,810

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
23,060

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
11,530

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（１月分）の支出について
3,301

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
13,900

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
45,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（１月分）の支出について
1,572

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,270

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
640

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,360

中央区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
400

西区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成２５年５月～平成２６年３月号）
63,914

西区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種事務用トナーカートリッジ他11種の買入経費の支出について
34,986

西区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種事務用トナーカートリッジ他11種の買入経費の支出について
54,059

西区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴・広報事業用住宅地図の購入並びに同経費の支出について
8,400

西区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（１２月分）
82,083

西区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（１月分）
994,127

西区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務連絡用市内出張交通費（１２月請求分）および口座不能にかかる命令書番号２１７２号の再支出について
9,890

西区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について
120,750

西区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「文化・芸術の持つ創造性を活かしたまちづくり事業」企画・運営業務委託契約にかかる経費支出について（第１回中間出来高）
1,135,000

西区役所 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙人名簿調整事務用トナーカートリッジ外６点の購入並びに同経費の支出について
67,882

西区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
5,860

西区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 緊急雇用創出基金事業（起業支援型地域雇用創造事業）「情報誌編集発行等による人材育成事業」委託契約に係る経費支出について（第1回）
7,919,137

西区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成26年2月号）
217,592

西区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成26年2月号）
192,843

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（３月分）
180,000

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務連絡用市内出張交通費（１月請求分）の支出について
9,840

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（２月分）
20,436

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
77,500

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
780

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
2,040

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（１月分）
6,133

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる経費の支出について
373,275

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用パソコン賃貸借契約の実施並びに同経費の支出について（１月分）
26,145

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入の実施並びに同経費の支出並びにパソコン等機器調達における調達仕様書の確認依頼書の提出について（１月分）
11,865

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西区役所庁舎内テレビ用ケーブルテレビ視聴にかかる業務の実施並びに同経費の支出について（１月分）
1,575

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる同経費の支出について(１月分）
4,305

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について(平成26年１月分)
610

西区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について(平成26年１月分)
2,880

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支払資金の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支払資金の支出について
500,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （２月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （２月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
135,705

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
381,383

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
200,000
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西区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
390,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険料の療養費（退職者）の支給について
10,922

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
15,735

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務にかかる後納郵便料（12月分）の支払について
80,450

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる料金後納郵便料（１２月分）の支払について
61,350

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
58,811

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約における経費の支出について（１２月分）
2,731,050

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
50,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
172,695

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
477,269

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
10,312

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる後納郵便料金（1月）の支払いについて
640

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務にかかる後納郵便料金の支払いについて（1月分）
109,280

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）1月分郵送料（発送用）の支出について
11,980

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 西区役所　窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費１月分の支出について
2,680

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（１月分）の支出について
10,276

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１月分郵送料（文書発送用）の支出について
60,550

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１月分郵送料（文書収受用）の支出について
19,685

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１月分郵送料（文書発送用）の支出について
396,065

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）1月分郵送料（発送用）の支出について
195,670

西区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）1月分郵送料（収受用）の支出について
27,305

西区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度生涯学習ルーム事業及び平成25年度「小学校区協議会－はぐくみネット事業－」にかかるフルカラー多機能紙外20点の買入経費の支出について
287,910

西区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西区災害時地域協力貢献事業所・店舗登録制度周知チラシの作成並びに同経費の支出について
15,015

西区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（靭幼稚園）
20,200

西区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼金の支出について（１２月分）
31,000

西区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区コミュニティ育成事業にかかる業務委託料の支出について（第３四半期）
3,004,518

西区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（１月分）
5,726

西区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区における人権啓発推進事業等にかかる郵送料について（1月分）
560

西区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区における人権啓発推進事業等にかかる郵送料について（1月分）
400

西区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区における人権啓発推進事業等にかかる郵送料について（1月分）
1,310

西区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区における人権啓発推進事業等にかかる郵送料について（1月分）
1,310

西区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区における人権啓発推進事業等にかかる郵送料について（1月分）
1,310

西区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区における人権啓発推進事業等にかかる郵送料について（1月分）
29,190

西区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座(壮年期）にかかる報償金の支出について（10月および12月分）
27,060

西区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成26年2月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成26年2月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
1,240

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
6,450

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
9,340

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
28,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
15,100

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
22,800

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
4,510

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
7,107

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
9,120

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
6,120

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
11,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
2,460
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西区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
160,020

西区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
12,300

西区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,775

西区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,250

西区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
13,370

西区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,100

西区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
8,032

西区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
45,958

西区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財保管料の支出について
13,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
2,178

西区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
3,380

西区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
1,218

西区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
39,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（１２月分）【追加】
9,900

西区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（１２月分）【追加】
33,600

西区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支給について
6,500

西区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
2,600

西区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
186,600

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送（断酒会：日帰り）の支出について
1,300

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
20,475

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
10,269

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
23,806

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
16,550

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
25,286

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
720

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
28,500

西区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
212,170

西区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣洗濯手数料（１２月分）
4,515

西区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
259,122

西区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年２月支給分①）
132,578

西区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西区子育て支援拠点事業「西区子育てつどいのひろば」にかかる調度類の購入及び同経費の支出について
87,150

西区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西区子育てつどいのひろばパンフレットの作成及び同経費の支出について
58,800

西区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者に係る診療報酬請求書の支出について
28,400

西区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（１月２４日実施分）
48,540

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
90,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
19,780

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助（学校給食費）の支出について
18,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（学校給食費）の支出について
11,067

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（学校給食費）の支出について
15,782

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代、校外活動費）の支出について
26,913

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（学校給食費）の支出について
12,179

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
6,920

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,150
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西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,050

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
15,450

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,250

西区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（１２月分）の支出について
4,760

西区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
228,300

西区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
490

西区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,190

西区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,935

西区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年２月支給分②）
165,612

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（１１、１２月分）【追加②】
61,780

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（１１、１２月分）【追加②】
52,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西区子育て支援拠点事業「西区子育てつどいのひろば」にかかる玩具等２１点の購入及び同経費の支出について
227,146

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支給について
27,578

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
65,714

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
509,833

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
40,695

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,343

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,810

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
271,564

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,222

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による３月分生活保護費及び新規追給分の支出について
18,000,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による３月分生活保護費及び新規追給分の支出について
9,500,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による３月分生活保護費及び新規追給分の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による３月分生活保護費及び新規追給分の支出について
600,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２６年１月決定分）
6,321

西区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２６年１月決定分）
6,581

西区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成26年3月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　はなぞの保育園）平成26年1月分
1,137,050

西区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　たいようランド）平成26年1月分
885,360

西区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　シュッポッポ）平成26年1月分
409,700

西区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成26年3月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成26年2月分）
1,774,042

西区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年２月支給分③）
216,601

西区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修費理由書作成費の支出について
4,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について　平成２６年１月分
29,320

西区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について　平成２６年１月分
10,420

西区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について　平成２６年１月分
8,600

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
102,700

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
80,960

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600
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西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
9,920

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助（教材代・学校給食費）の支出について
17,089

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（学校給食費）の支出について
20,400

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（学校給食費）の支出について
4,800

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（学校給食費）の支出について
55,335

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
1,785

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
1,800

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,250

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
26,000

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
3,450

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者に係る診療報酬請求書の支出について
28,400

西区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（平成２６年２月分）
439,206

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（１月分）
195,860

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（１月分）
225,160

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（１月分）
400

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（１月分）
1,460

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
80

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
490

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月分）
640

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
7,280

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
570

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
7,310

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平成25年度民生委員・児童委員及び主任児童委員一斉改選に伴う担当区域表の作成並びに同経費の支出について
13,860

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
80

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
80

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
8,760

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,440

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（１月分）の支出について
26,980

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（１月分）の支出について
48,640

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,150

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
502,590

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,930

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
3,630

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,960

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
21,330

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
80

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支給について
656,758

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,260

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,290

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
700

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
880

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
318,041

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
480

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（１月分）
2,300
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西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
181,728

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
1,638

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
1,320

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
2,070

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月分）
840

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月分）
2,850

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月分）
4,940

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月分）
1,040

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月分）
17,360

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
97,540

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（１月分）の支出について
21,565

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月分）
1,600

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
240

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
19,570

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
4,800

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
3,290

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年２月支給分④）
224,018

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
240

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
4,750

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（１月分）
378,080

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
17,870

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,620

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（１月分）
4,735

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用老眼鏡外８種の購入及び同経費の支出について
16,575

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１月分）の支出について
21,200

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（１月分）の支出について
10,480

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１月分）の支出について
15,570

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月分）
1,560

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（１月分）
1,040

西区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
880

港区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市港区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（１２月分）
143,451

港区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
29,299

港区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（広報みなと１月号）の再印刷及び同所要経費の支出について
254,717

港区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年１月分）
425,911

港区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年１月分）
52,100

港区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年１月分）
27,820

港区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事務用文房具等購入経費の支出について
55,230

港区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 港区バス等運行事業の実施にかかる支出について（10～12月分）
2,375,625

港区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年１月分）
915,452

港区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）
5,512

港区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区）賃借料の支出について（長期借入）
3,823

港区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）　賃借料の支出について（長期借入）
3,150

港区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直員用寝具借入料金の支出について（長期借入契約）
9,240

港区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）
32,865

港区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用拡大読書器賃借料の支出について（長期借入）
8,547

港区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年１月分）
111,984

港区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年１月分）
59,797

港区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）平成26年1月号分
420,000
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港区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,768

港区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度港区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）平成26年2月号分
254,717

港区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
5,700

港区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）平成26年2月号分
420,000

港区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（１月分）
16,654

港区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
697

港区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（１月分）
2,037

港区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（１月分）
1,087

港区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
372

港区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用庁内情報プリンタートナーの購入及び同経費の支出について
115,920

港区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年１月分）
234,809

港区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年１月分）
228,389

港区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度港区広報紙全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成25年5月号～平成26年3月号）平成26年2月号分
596,589

港区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉課（生活支援）レイアウト変更にともなうスライド式書庫の購入及び同経費の支出について
269,850

港区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年１月分）
28,723

港区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年１月分）
31,775

港区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年１月分）
15,337

港区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年１月分）
16,967

港区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２５年１１月分・１２月分追加）
7,760

港区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２６年１月分）
172,068

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
48,190

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支払について（平成２６年２月分）
3,318

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ＩＰ電話使用料の支払について（平成２６年２月分）
20,436

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支払について（平成２６年２月分）
2,628

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支払について（平成２６年２月分）
6,232

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年１月）
160

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年１月分）
2,230

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年１月）
8,040

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年１月）
15,364

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第3回港区区政会議こども青少年部会議事録作成業務にかかる支出について
23,625

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年１月分）
1,090

港区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年１月分）
4,960

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「２０１３なにわ人権展」プログラムデザイン及び印刷にかかる経費の支出について
15,750

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「人・愛・ふれあいプラザ」（１１月開催分）チラシ、ポスター、プログラムのデザイン及び印刷にかかる経費の支出について
48,313

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「人・愛・ふれあいプラザ」（１１月開催分）チラシ、ポスター、プログラムのデザイン及び印刷にかかる経費の支出について
48,313

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「人・愛・ふれあいプラザ」（１１月開催分）チラシ、ポスター、プログラムのデザイン及び印刷にかかる経費の支出について
48,313

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「２０１３なにわ人権展」プログラムデザイン及び印刷にかかる経費の支出について
15,750

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「２０１３なにわ人権展」プログラムデザイン及び印刷にかかる経費の支出について
15,750

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「２０１３なにわ人権展」プログラムデザイン及び印刷にかかる経費の支出について
15,750

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「人・愛・ふれあいプラザ」（１１月開催分）チラシ、ポスター、プログラムのデザイン及び印刷にかかる経費の支出について
48,313

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子ども見守り隊活動に対する支援事業にかかる支援物品の購入および同経費の支出について
47,250

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費
港区民活動フェスタ、市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」、多様な協働による活力ある地域社会づくり事業にかかる消耗品の購入および同経費の支出につ
いて 20,160

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費
港区民活動フェスタ、市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」、多様な協働による活力ある地域社会づくり事業にかかる消耗品の購入および同経費の支出につ
いて 46,515

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費
港区民活動フェスタ、市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」、多様な協働による活力ある地域社会づくり事業にかかる消耗品の購入および同経費の支出につ
いて 64,417

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 青少年育成推進会議事業にかかる飲料の購入および同経費の支出について（港中学校下青少年育成推進委員会用）
4,299

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 多様な協働による活力ある地域社会づくり事業「大阪・港区ＷＯＲＫＳ探検団」にかかる市民活動行事保険料の支払いについて
1,920

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進会議事業にかかる物品の購入および同経費の支出について（築港中学校下青少年育成推進委員会用）
13,961

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー養成事業にかかる三角巾の購入並びに同経費の支出について
84,000
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港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務委託の契約及び支出について（１月分）
62,910

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支払いについて（１月分）
7,803

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２６年１月分）
249,616

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年１月分）
301,300

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
1,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
80

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
2,560

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
11,520

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
480

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
2,090

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分葬祭費支払準備金について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分出産育児一時金支払準備金について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）２月分の窓口支払資金について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）２月分の窓口支払資金について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１月審査分国保療養費（一般）の支給について
871,590

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１月審査分国保療養費（退職）の支給について
55,273

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
163,480

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１月分葬祭費の支給について
650,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１月分出産育児一時金の支給について
993,670

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費（平成25年12月分）
2,305,406

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について　（平成26年1月分）
920

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
402,855

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
3,020

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年1月分）
71,560

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成25年1月分）
2,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年1月分）
2,400

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成25年1月分）
118,170

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
426,313

港区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成25年1月分）
138,370

港区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（１件）
9,460

港区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　福祉用具購入費の支出について（１件）
1,890

港区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　長期入院にかかる診療報酬の支出について（１件）
44,020

港区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２６年２月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２６年２月分消耗品費の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（12月17日実施）に係る報償費の支出について
12,900

港区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について（平成26年1月20日審査決定分）
824,032

港区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療一部負担金相当額等助成費の支出について（平成26年1月20日審査決定分）
38,432

港区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（４件）
24,578

港区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（５件）
21,500

港区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭費（葬祭券外）の支出について（１件）
231,470

港区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について（平成26年1月20日審査決定分）
179,043

港区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（平成26年1月20日審査決定分）
16,313

港区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
65,218

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,743

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,880

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,660



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,350

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
617,381

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,880

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,010

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,998

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（４件）
56,007

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 被保護者　住宅維持費の支出について（１件）
32,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（福祉用具３件　住宅改修１件）
26,496

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（２件）
2,540

港区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる１２月分講師料の支出について
10,380

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,119

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
211,689

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,650

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　３件
76,038

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について
24,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　２件
11,050

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療検査料等の支出について
10,060

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　２件
29,870

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金（平成26年1月分）
48,540

港区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,792

港区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
359,304

港区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
182,450

港区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
45,760

港区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
204,222

港区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

港区役所 保健福祉課 平成26年02月10日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２５年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金・第４四半期分追加）
590,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月10日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２５年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金・第４四半期分追加）
590,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月10日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２５年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金・第４四半期分追加）
904,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月10日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２５年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金・第４四半期分追加）
309,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
257,673

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
44,625

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
4,116

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
99,615

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　引越代の支出について（１件）
122,800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（４件）
60,008

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　福祉用具購入費の支出について（１件）
1,155

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　住宅改修費の支出について（２件）
20,686

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（１件）
3,040

港区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（２件）
474,240
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港区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（１２月分）
2,540

港区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
10,500

港区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（１２月分）
330

港区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（１２月分）
240

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区地域福祉アクションプラン印刷用紙、検討会事務用品の購入及び同経費の支出について
169,079

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 磯路地域福祉アクションプラン策定会議にかかる会場使用料の支出について
4,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 三先地域福祉アクションプラン策定会議にかかる会場使用料の支出について
4,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
12,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
18,250

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（２件）
14,250

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者教育扶助費の支出について
12,300

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　１０件
38,275

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　２件
7,250

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,150

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について　８件
32,250

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
2,400

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
4,200

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　非指定医療機関診療報酬の支出について
2,080

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　３件
42,604

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動担当用と地域健康講座用にかかる油性ボールペン外４点の購入と経費の支出について
7,647

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動担当用と地域健康講座用にかかる油性ボールペン外４点の購入と経費の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる１月分講師料の支出について
10,380

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる１月分講師料の支出について
18,380

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉ボランティア講座の実施（平成２６年１月分）
14,960

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（1月24日分）にかかる講師報償金の支出について
6,200

港区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（1月24日分）にかかる講師報償金の支出について
4,840

港区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（1月28日実施）に係る報償費の支出について
30,720

港区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
28,700

港区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（１件）
7,896

港区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　家財処分料の支出について（１件）
21,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 被保護者　住宅維持費の支出について（１件）
17,325

港区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（１件）
30,940

港区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（１件）
218,470

港区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
72,300

港区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
52,290

港区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（１件）
2,688

港区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（２件）
6,350

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
3,219

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
9,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 福祉事務用金庫の修繕及び同経費の支出について
5,250

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
4,700

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
2,943
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港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
445

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
3,600

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
3,400

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
575,564

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
56,700

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,639

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
321,724

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
372,443

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
8,600

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
11,480

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,534

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,795

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,900

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,534

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度　２６年３月分）
33,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（７件）
109,393

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　引越代の支出について（１件）
45,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度　２６年３月分）
14,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度　２６年３月分）
400,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 １月　被保護者教育扶助費の支出について　４件　教材　給食
225,704

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 １月　被保護者教育扶助費の支出について　２校
153,780

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 １月　被保護者教育扶助費の支出について
50,322

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ４月～１月　被保護者教育扶助費の支出について
404,336

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者教育扶助費の支出について　４校
106,200

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　福祉用具購入費の支出について（１件）
2,016

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度　２６年３月分）
800,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　３件
68,960

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について　２件
8,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　５件
15,450

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度　２６年３月分）
3,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（３件）
639,215

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金（平成26年1月17日分）
30,570

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
2,733

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる１月分講師料の支出について
10,380

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
2,999

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
105

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（1月29日分）にかかる講師報償金の支出について
7,100

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（1月31日分）にかかる講師報償金の支出について
8,180

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成26年1月分小口支払金繰入金の支出について
6,400

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成26年1月分小口支払金繰入金の支出について
6,800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
4,200

港区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
229,910

港区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（８件）
150,490

港区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　福祉用具購入費の支出について（１件）
9,471

港区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について(代理受領方式）
27,810

港区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務にかかるプリンター用トナーカートリッジの購入について
113,883
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港区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業　水のり外17点の購入経費の支出について
31,925

港区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　引越代の支出について（１件）
34,650

港区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について
16,800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（１件）
1,520

港区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について
12,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（２件）
411,060

港区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業　水のり外17点の購入経費の支出について
1,800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業　水のり外17点の購入経費の支出について
9,700

港区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業　水のり外17点の購入経費の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務所運営にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
640

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 リハビリ協議会関係機関職員研修会に係る市内出張交通費（１２月分）の支出について
330

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務に係る市内出張交通費（１月分）の支出について
2,640

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 リハビリ協議会補装具専門部会に係る市内出張交通費（１月分）の支出について
620

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者虐待防止にかかる市内出張交通費（１０・１１月分）の支出について
1,160

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事務にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
580

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,738

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
66,830

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
159,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
267,394

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
520

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
60

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
92,400

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
4,400

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
420

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
290,070

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 市長入院同意患者面接等にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
340

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）（保育ママ　風の丘保育園）に係る業務委託料の支出について（平成２６年１月分）
883,250

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２６年２月分給間食費の支出について
1,455,263

港区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者虐待防止にかかる市内出張交通費（１１月分）の支出について
830

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（1月分）
1,160

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
1,047,140

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
21,660

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
307,710

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
176,998

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
93,977

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
153,264

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
134,507

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
39,443

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
155,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
159,130

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
359,632
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港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
38,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
12,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
28,900

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,630

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
312,308

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,168

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
204,222

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,350

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,930

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
319,802

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
375,360

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
900

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
1,430

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
5,450

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
1,570

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（３件）
47,700

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　引越代の支出について（１件）
39,165

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 １月　被保護者教育扶助費の支出について　給食
54,506

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　福祉用具購入費の支出について（２件）
6,990

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　２件
6,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　件
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（１件）
212,170

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（1月分）
640

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金
48,540

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（1月分）
160

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（1月分）
1,120

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（1月分）
28,940

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（1月分）
160

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 地域健康講座（壮年）にかかる後納郵便料の支払いについて（1月分）
80

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
266,795

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（1月分）
4,760

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（1月分）
80

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
67,390

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　きららもとまち保育園にかかる業務委託料の支出について（平成２６年１月分）
63,300

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママバンビ共同保育所にかかる業務委託料の支出について（平成２６年１月分）
1,100,850

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（1月分）
14,630

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
10,880

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
56,100

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２６年１月分）
3,913

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 健康づくり展げる講座にかかる後納郵便料の支出について（1月分）
1,760

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 高齢者虐待防止啓発研修にかかる講師謝礼金の支出について
17,560

港区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

大正区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（１１月分）
24,610

大正区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入について（ビジネス電話機）
178,500
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大正区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 大正区マスコットキャラクター「ツージィ」着ぐるみにかかる修繕経費の支出について
47,775

大正区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（１１月分）
1,080

大正区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（１２月分）
53,143

大正区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報用紙袋購入にかかる経費の支出について
380,000

大正区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（１月分）
695,160

大正区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（１月分）
88,514

大正区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所市外通話料の支出について（１２月分）
4,836

大正区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 受水槽清掃・水質検査作業業務委託に係る経費の支出について
73,500

大正区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
17,947

大正区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（１月分）
400

大正区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（１月分）
4,260

大正区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 女性用トイレにおけるサニタリーボックス賃貸借にかかる経費の支出について（12月分・1月分）
23,625

大正区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（１２月～１月分）
42,000

大正区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（１月分）
294,489

大正区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（１月分）
31,530

大正区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（平成２６年１月使用分）
2,953

大正区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（１月分）
7,172

大正区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について（１月分）
150,624

大正区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査調査員報酬の支出について
496,413

大正区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用後納郵便料金の支出について（１月分・表彰）
720

大正区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
700

大正区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,160

大正区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
960

大正区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（１月分）
5,630

大正区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（１月分）
80,591

大正区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（１月分）
39,119

大正区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（１月分）
997

大正区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（１月分）
577

大正区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 マスコットキャラクター「ツージィ」着ぐるみ製作業務委託受託事業者選考にかかる委員報酬の支出について
3,440

大正区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（統計表彰事務１月分）
420

大正区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いに係る経費の支出について（平成２５年４月～平成２６年３月分）
97,400

大正区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（１月分）の支出について
2,640

大正区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ものづくり企業活性化事業用後納郵便料金（1月分）の支出について
51,865

大正区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所市内通話料の支出について（１月使用分）
20,436

大正区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（１月分）の支出について
4,360

大正区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（１月分）の支出について
80

大正区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「大正区成人の日のつどい」における司会者報酬の支出について
26,250

大正区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「大正区成人の日のつどい」における消耗品購入経費の支出について
21,000

大正区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（１２月分）
31,080

大正区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「大正区成人の日のつどい」における手話通訳者派遣料の支出について
12,000

大正区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について（大正東中学校）
19,000

大正区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（１２月分）の支出について
4,140

大正区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度「大正高校美術セミナー」の実施ならびに所要経費の支出について（10/19、11/23分）
10,000

大正区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（三軒家西）
20,000

大正区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について（三軒家西幼稚園）
11,400

大正区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（１２月分）
31,300

大正区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用消耗品の購入について（１２月分）
11,200

大正区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（１２月分）
37,800
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大正区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業及び生涯学習ルーム事業実施用消耗品の購入について（１２月分）
6,363

大正区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業及び生涯学習ルーム事業実施用消耗品の購入について（１２月分）
4,803

大正区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用Ｚファイル外10点の購入経費の支出について
35,185

大正区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区民ホール舞台吊物設備保守点検業務経費の支出について
105,000

大正区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区民ホール舞台照明設備保守点検業務経費の支出について
321,300

大正区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「シニアのための携帯メールの使い方」講座にかかる所要経費の支出について
10,000

大正区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 こども110番の家、人権啓発推進事業用消耗品の購入経費の支出について
8,505

大正区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「松竹梅寄せ植え講習会」に伴う寄せ植えセットの購入に係る経費の支出について
236,250

大正区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 こども110番の家、人権啓発推進事業用消耗品の購入経費の支出について
24,150

大正区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 青少年指導員・青少年福祉委員改選事務にかかる消耗品購入経費の支出について
13,923

大正区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大阪市立大正会館２階トイレ排水詰まり除去作業経費の支出について
47,250

大正区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（地域活動支援）事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
7,960

大正区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用備蓄保存用パン缶詰の購入について
69,350

大正区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
1,440

大正区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
1,850

大正区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
3,600

大正区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
1,140

大正区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
14,490

大正区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
960

大正区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
160

大正区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課（地域活動支援）事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
800

大正区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
600

大正区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（１月分）
8,980

大正区役所 市民協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業及び生涯学習ルーム事業実施用消耗品の購入について（１月依頼分）
6,681

大正区役所 市民協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業及び生涯学習ルーム事業実施用消耗品の購入について（１月依頼分）
78,481

大正区役所 市民協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 種花事業に係る花と緑の研修園休憩室用電気料金の支出について（2月分）
398

大正区役所 市民協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遺族援護のお知らせ外３件の後納郵便料金の支出について（１月分）
800

大正区役所 市民協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遺族援護のお知らせ外３件の後納郵便料金の支出について（１月分）
120

大正区役所 市民協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託料の支出について（１月分）
260,750

大正区役所 市民協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 遺族援護のお知らせ外３件の後納郵便料金の支出について（１月分）
480

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
840,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出）還付支払資金の支出について（２月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（２月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託契約料の支出について（12月分）
2,274,798

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 財産調査返信用郵便切手の購入について
31,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報・戸籍）における消耗品費の支出について
8,122

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（1月分）
56,440

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（1月分）
2,020

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（１月分）の支出について
1,270

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分国民健康保険葬祭費の支出について
200,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
126,675

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（２月支払分）
496,293

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（２月支払分）
21,521

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（1月分）
2,274,798

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成26年1月分)
4,805



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年1月分)
13,820

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年1月分)
109,915

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年1月分)
439,732

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年1月分)
27,500

大正区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年1月分)
62,638

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-707他3件
80,960

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-785他5件
123,920

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-821他7件
167,390

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-145他15件
234,140

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１２月分）
4,626

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１２月分）
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１２月分）
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１２月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１２月分）
4,189

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１２月分）
500

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１２月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
11,250

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）の支出について
310,127

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（入院費）の支出について
16,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
84,150

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
459,600

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（２月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（２月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１２月分）
13,566

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１２月分）
1,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１２月分）
1,420

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域見守り活動を通した災害時要援護者ニーズ調査業務委託料の支出について（第４四半期分）
2,127,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１２月分）
1,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-1505他5件
139,300

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　13-104・105
48,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-1511
8,880

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）の支出について
139,300

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１２月分）
320

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１２月分）
2,830

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１２月分）
400

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１２月分）
10,842

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（１～３月分）
159,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１２月分）
2,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１２月分）
3,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
169,823

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
239,090

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
166,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,030

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
38,370

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
6,700

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
413,230

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-155
45,217

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32－152
87,878
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大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-106
276,864

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-162
34,762

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-157
24,637

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-150
10,639

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-149
10,918

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-160
3,195

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－78
70,730

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-35
43,826

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
5,840

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
6,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
325,697

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
32,850

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
102,510

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法により出産扶助費の支出について
2,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
85,959

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
13,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひとり親家庭等就労サポーター事業、社会復帰相談指導事業、医療助成関係業務及び福祉五法関係業務にかかる消耗品購入経費の支出について
15,031

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 ひとり親家庭等就労サポーター事業、社会復帰相談指導事業、医療助成関係業務及び福祉五法関係業務にかかる消耗品購入経費の支出について
4,603

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 ひとり親家庭等就労サポーター事業、社会復帰相談指導事業、医療助成関係業務及び福祉五法関係業務にかかる消耗品購入経費の支出について
22,160

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 ひとり親家庭等就労サポーター事業、社会復帰相談指導事業、医療助成関係業務及び福祉五法関係業務にかかる消耗品購入経費の支出について
16,558

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月13日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　転宅資金の支出について
260,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
548

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 心理相談事業用消耗品購入経費の支出について
4,063

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-689他5件
100,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-72他2件
38,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-1151他50件
810,002

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-863他48件
908,202

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　　12-851他3件
82,753

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　　12-1289他65件
1,069,598

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-725他16件
248,520

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 現年度歳出戻入金(本庁執行分)の過誤納付による還付にかかる支出について
33,793

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 現年度歳出戻入金(本庁執行分)の過誤納付による還付にかかる支出について
18,827

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,968

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（1月分）
158,830

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
6,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
57,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
52,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（不動産鑑定評価費用）の支出について
265,650

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
108,853

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
828,030

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
189,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
209,753

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
6,740

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
107,956

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
12,240

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
46,850
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大正区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
20,550

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
2,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月19日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（平成25年10月～26年3月分）
180,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-156
69,319

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－151
678,120

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32－164
43,054

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-166
45,830

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）33-15-1
1,648

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－72
61,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-170
11,034

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-1109他15件
301,770

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-1007他37件
611,283

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
264,290

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
97,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
13,490

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（非指定医療機関診療費）の支出について
11,050

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（２月分）
1,351,060

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（３月１回目）
32,500,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
4,440

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（３月１回目）
14,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（３月１回目）
600,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
28,163

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
22,880

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（人工妊娠中絶費用）の支出について
95,240

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（３月１回目）
2,500,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 若年層に対するキャリア教育セミナー事業用の資材購入について
6,090

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
153,051

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１月分）
460

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
81,855

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
4,080

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
600

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
12,320

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
55,791

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
6,820

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,120

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる受取人払後納郵便料の支出について（１月分）
37,791

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
136,268

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる受取人払後納郵便料の支出について（１月分）
108,482

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
400

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
6,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
5,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（２月支払分）
761,507

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,320

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,520

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,120

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
400

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（２月支払分）
116,734
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大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について(代理受領方式) 券番号41-19
270,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（1/9支出分)
3,675

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
26,375

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
167

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
39,651

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる受取人払後納郵便料の支出について（１月分）
31,567

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
900

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
3,050

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
5,680

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
16,174

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（２月支払分）
112,998

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
320

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
3,450

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（２月支払分）
23,749

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
4,510

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
49,489

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,840

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
300

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,120

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（1月分）
8,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（1月分）
570

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（1月分）
50,380

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（1月分）
221,770

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月27日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　転宅資金の支出について
259,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月27日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　就学支度資金の支出について
270,600

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月27日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（平成26年4月～9月分）
65,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 キャリア教育セミナー事業にかかる講師料の支出について
45,600

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-171
12,360

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－93
87,653

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）の支出について
281,079

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）の支出について
464,510

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
160

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
160

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
48,540

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年1月実施分歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
30,570

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年１月実施分地域健康講座（壮年）にかかる報償金の支出について
9,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
6,580

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
960

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
13,620

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師謝礼（1月分）の支出について
18,380

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる講師謝礼（1月分）の支出について
9,860

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
9,180

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（平成２６年２月期窓口支払分）の支出について
80,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年１月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
335,840

大正区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
11,810
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天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成25年12月分）
70,242

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度天王寺区広報紙配付業務における所要経費の支出について（平成２６年１月号分）
37,304

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（12月分）
10,358

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（12月分）
23,535

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課（事業戦略室）担当事務複写機コピー代の支出について（平成２５年１２月分）
4,208

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　賞賜金 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）
184

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）
18,900

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）
2,000

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）
5,500

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）
590

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（11～12月分）
23,620

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎設備維持用電気使用料の支出について（１月分）
892,884

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（１月分）
365,575

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務にかかる経費の支出について（１月分）
3,990

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（１月分）
15,750

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式長期借入経費の支出について（１月分）
35,683

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入契約にかかる支出について（１月分）
5,597

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区役所庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
31,668

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　天王寺区役所宿直用寝具に関する賃借業務にかかる経費の支出について（12・１月分）
15,120

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（１月分）
5,798

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度天王寺区広報紙企画編集及び印刷業務における所要経費の支出について（平成２６年２月号分）
227,850

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,820

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
41,570

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（１月分）
20,482

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２５年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（平成２６年２月号分）
196,522

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度天王寺区広報紙配付業務における所要経費の支出について（平成２６年２月号分）
37,887

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度天王寺区広報紙企画編集及び印刷業務における所要経費の支出について（平成２６年２月号分）
235,200

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（１月分）
4,599

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
840

天王寺区役所 企画総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
3,200

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業用のジュリアン花苗等の購入にかかる経費の支出について
49,717

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用複写機消耗品料の支出について（平成２５年１２月分）
17,921

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区魅力発信・にぎわいづくり事業用　「お寺のまちdeキャンドルナイト」用ローソク等の購入にかかる経費の支出について
26,527

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区魅力発信・にぎわいづくり事業用　「お寺のまちdeキャンドルナイト」用ボタン電池の購入にかかる経費の支出について
296,310

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 てんのうじ吹奏楽フェスティバル事業用　チラシ等の印刷にかかる経費の支出について
80,508

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 天王寺区魅力発信・にぎわいづくり事業　六文銭ファンドチラシの印刷にかかる経費の支出について
20,580

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 てんのうじ吹奏楽フェスティバル事業用　楽器等荷物運搬業務にかかる経費の支出について
107,100

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（１２/１４開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（１２/１４開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業用緑化講習会にかかる花苗等の購入にかかる経費の支出について
390,524

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 てんのうじ吹奏楽フェスティバル事業用　クレオ大阪中央における舞台技術者の派遣委託にかかる経費の支出について
214,200

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度天王寺区成人の日記念のつどいにおける手話通訳に係る謝礼の支出について
10,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度天王寺区成人の日記念のつどいにおける司会に係る謝礼の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（１/２８開催分）の支出について
6,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用複写機コピー代の支出について（平成２６年１月分）
15,870

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年1月分）
15,230

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年1月分）
160
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天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年1月分）
390

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年1月分）
4,720

天王寺区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年1月分）
810

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について２月分支払資金（一般及び退職者）
50,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について２月分支払資金（一般及び退職者）
10,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
88,260

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用テープのり外２１点にかかる経費の支出について
26,516

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代の支出について（平成２５年１２月分）
2,589

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代の支出について（平成２５年１２月分）
2,588

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口交付用レジスターロール紙の購入経費の支出について
20,160

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 窓口交付用レジスターにかかる購入経費の支出について
390,600

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（１２月分）
2,664,900

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（１２月分）
157,500

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月分国民健康保険療養費等の支出について
521,921

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月分国民健康保険療養費等の支出について
60,190

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
59,150

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ボイスコール紙にかかる経費の支出について
20,695

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
77,060

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
2,040

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
5,680

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
45,200

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
5,800

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年1月分）
26,275

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
313,238

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月分国民健康保険療養費等の支出について
185,911

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月分国民健康保険療養費等の支出について
71,379

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
62,560

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
62,248

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年1月分）
12,525

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成25年2月）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成26年2月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
137,329

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
130,449

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,416

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
61,182

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
3,851

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
2,945

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
2,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１月分）
22,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（１２月分）
5,250
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１２月分）
263,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区版子育てナビゲーション事業用カラーペーパー外の購入経費の支出について
36,146

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（１１月及び１２月度追加分）にかかる支出について
1,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（１１月及び１２月度追加分）にかかる支出について
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,150

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（右足底装具）の支出について（１月分）
18,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（１１月及び１２月度追加分）にかかる支出について
640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
239,166

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,458

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
66,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
35,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
16,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
92,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
85,050

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
63,810

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,688

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
59,266

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
87,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
64,850

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
31,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１０，１２月分）
41,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
27,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（１２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について(１２月分）
2,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（両足底装具）の支出について（１月分）
37,801

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１２月分）
216,405

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
7,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
4,857

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１２月分）
640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１，１２月分）
7,738

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
18,778

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
8,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１，１２月分）
5,798

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２６年１月分）
48,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
16,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
7,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
4,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・文書料・診断書料の支出について（１月分）
4,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 天王寺区介護認定審査会にかかるお茶の購入の支出について（第４四半期分）のべ１１６人
9,135

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年１月後半分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
17,400
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１月分）
18,128

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成25年度　コホート検討会参画医師の報償金の支出について
11,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年１月後半分）
10,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年１月後半分）
3,418

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年１月後半分）
3,097

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成26年2月）の支出について
1,418,783

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
1,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,605

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
157,234

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１月分）
18,671

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１月分）
36,941

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１月分）
29,738

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１月分）
37,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（左足底装具）の支出について（１月分）
21,887

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１月分）
18,128

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１月分）
207,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
3,495

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１月分）
41,370

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１月分）
27,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
550

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,458

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
202,796

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,403

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費３月分の支出について
14,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費３月分の支出について
7,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費３月分の支出について
500,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費３月分の支出について
1,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,236

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１１月分）
49,350

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
6,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１月分）
52,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１月分）
22,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１月分）
18,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（１月分）
2,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１１，１２，１月分）
2,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
3,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,239

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
226,252

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
87,653

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
66,454
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,130

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
121,050

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
23,846

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
7,044

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
4,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（１２月分）
4,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について(１２，１月分）
9,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１２，１月分）
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車とバス）の支出について（１２月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について
946,097

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費の支出について
253,049

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について
341,936

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について
34,037

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用「独居高齢者等見守りサポーター事業」地域ボランティアリーダーに対する謝礼の支出について（平成２５年１２月分）
45,083

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
2,390

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
1,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 家庭的保育事業用保育ママ事業の業務委託経費の支出について（保育ママあかつき　1月分）
1,010,730

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 家庭的保育事業用保育ママ事業の業務委託経費の支出について【ＴＯＴ（トット）保育ママ　1月分】
995,470

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 家庭的保育事業用保育ママ事業の業務委託経費の支出について（かのん保育ママ　1月分）
1,118,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２６年１月分）
285,870

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月前半分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料（新規事務手数料含む）の支出について（Ｈ２６．１月利用分）
10,271

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年１月分）にかかる支出について
12,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年１月分）にかかる支出について
4,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（１２月追加分及び１月分）にかかる支出について
920

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（１２月追加分及び１月分）にかかる支出について
460

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（１２月追加分及び１月分）にかかる支出について
320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（１２月追加分及び１月分）にかかる支出について
540

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年１月分）にかかる支出について
5,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年１月分）にかかる支出について
162,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年１月分）にかかる支出について
368,890

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（１２月追加分及び１月分）にかかる支出について
1,310

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・１月分）
124,372

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・１月分）
32,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
9,622

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
9,765

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
1,902

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
2,350

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
11,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（２月分）
40,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
41,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１月分）
26,094

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１月分）
25,925

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１月分）
33,582

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料・画像診断料の支出について（１月分）
13,370

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
5,250
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１２月分）
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年１月分）
80

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年１月分）
320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年１月分）
400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年１月分）
170

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月前半分）
1,376

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月前半分）
3,980

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月前半分）
4,870

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年１月分）
3,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年１月分）
880

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月前半分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（１月分）
10,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（１月分）
10,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（１月分）
18,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（１２月追加分及び１月分）にかかる支出について
640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年１月分）にかかる支出について
109,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年１月分）
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年１月分）
1,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年１月分）
1,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（１２月追加分及び１月分）にかかる支出について
890

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月前半分）
7,078

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年１月分）
13,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年１月分）にかかる支出について
25,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張旅費（１２・１月分）の支出について
760

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１月分）
32,190

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１月分）
5,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座用　グランドマットの購入にかかる経費の支出について
17,745

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１月分）
390

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務委託の支出について（１２月分）
106,400

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月04日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　使用料 こどもの防犯に向けたまちづくり事業用防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成２５年１２月分）
38,745

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自転車サドル取付け用ワイヤーロックの購入にかかる支出について
75,600

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ＪＲ寺田町駅周辺　３区合同放置自転車対策啓発キャンペーンにかかる啓発エフの購入にかかる支出について
25,515

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区家具転倒防止器具取付事業（天王寺小学校区）業務委託（10月～12月　事前調査実施分、取付実施分）にかかる支払いについて
56,700

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 危機管理課　事務用複写機　１２月分コピー代金の支出について
10,655

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全パトロール事業用啓発ポスターの印刷にかかる経費の支出について
7,875

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区家具転倒防止器具取付事業　家具転倒防止器具（12月分）にかかる経費支出について
8,996

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域における自助・共助力の向上支援事業　「出前講座用　紙皿等ほか１点」にかかる経費の支出について
9,714

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域における自助・共助力の向上支援事業　「味原地域　防災マップ」味原地域　全戸配布にかかる経費の支出について
75,600

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ26年１月分）
3,883

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 収容避難所整備事業　カセットガスコンロほか２点（天王寺区役所）（その２）買入にかかる経費の支出について
356,685

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年１月分）
960

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年１月分）
280

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区防災計画印刷・配付事業　天王寺区防災ハンドブック（防災計画　概要版）制作にかかる経費支出について
432,600

天王寺区役所 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域安全パトロール事業用電動自転車・バッテリーの購入にかかる経費の支出について
99,300

浪速区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（日東小学校）
12,220

浪速区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成26年1月分）の支出について
11,761

浪速区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用事務用品等（液状のり外4点）の購入経費の支出について
205,380

浪速区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎専用ガスガバナ分解整備・点検業務の実施経費の支出について
172,372
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浪速区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 浪速区役所会議室音響設備ワイヤレスシステムの増設経費の支出について
220,500

浪速区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成25年10月及び平成25年12月分）の支出について
12,037

浪速区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
4,774

浪速区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
23,000

浪速区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）の実施経費の支出について（平成26年1月分）
13,928

浪速区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について（平成26年1月分）
419,020

浪速区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区庁舎管理用機械警備機器保守点検の実施経費の支出について（平成26年1月分）
24,150

浪速区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
29,505

浪速区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成25年10月及び平成25年12月分）の支出について
900

浪速区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（26年1月分）の支出について
400

浪速区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（26年1月分）の支出について
400

浪速区役所 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区広報紙（26年2月号）企画編集及び印刷業務委託の経費の支出について
289,490

浪速区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員派遣業務委託実施経費の支出について（平成26年1月分）
169,295

浪速区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区役所事務用自転車の修繕経費の支出について
49,500

浪速区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区庁舎管理用一般廃棄物運搬処理業務委託（概算）の実施経費の支出について（平成26年1月分）
3,628

浪速区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について
26,763

浪速区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成26年1月分）の支出について
4,260

浪速区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査にかかる調査員報償金の支出について
295,993

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校）
8,720

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成26年1月分）の支出について
20,436

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年1月分）の支出について
6,270

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年1月分）の支出について
1,060

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（26年1月分）の支出について
4,585

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年1月分）の支出について
3,920

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成25年12月分）
1,390

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料（平成26年1月分）の支出について
90,720

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度浪速区広報紙（26年2月号）新聞折込広告業務委託に係る経費の支出について
86,092

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成25年12月分）
240

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成26年1月分）の支出について
1,280

浪速区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成26年1月分）の支出について
2,336

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費(１２月分)の支出について
2,371,950

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（２月分）の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（１月分マル退）の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
76,228

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
35,056

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
172,757

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
59,241

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（１月分の）支出について
2,720

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
421,174

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
600,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
942,540

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
705,047

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費(1月分)の支出について
2,371,950

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
13,830

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（１月分）の支出について
14,483

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
64,430

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払後納郵便料（１月分）の支出について
21,775

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払後納郵便料（１月分）の支出について
13,450
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浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
603,713

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
60,357

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払後納郵便料（１月分）の支出について
8,035

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
30,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
66,360

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度生涯学習ルーム事業および学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について（１月分）
21,210

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度生涯学習ルーム事業および学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について（１月分）
52,584

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度「浪速区成人の日記念のつどい」の実施経費の支出について
356,150

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（１月分）の支出について
13,960

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（１月分）の支出について
2,200

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（１月分）の支出について
20,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入（１月分）の支出について
2,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画調整事業等にかかる市内出張旅費（１月分）の支出について
1,290

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通事故をなくす運動啓発及び放置自転車対策啓発用反射材の買入にかかる経費の支出について
53,052

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通事故をなくす運動啓発及び放置自転車対策啓発用反射材の買入にかかる経費の支出について
28,848

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第２９回２０１３なにわ人権展」会場設営およびアンケート集計業務委託契約にかかる経費の支出について
262,500

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第２９回２０１３なにわ人権展」会場設営およびアンケート集計業務委託契約にかかる経費の支出について
262,500

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第２９回２０１３なにわ人権展」会場設営およびアンケート集計業務委託契約にかかる経費の支出について
262,500

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第２９回２０１３なにわ人権展」会場設営およびアンケート集計業務委託契約にかかる経費の支出について
262,500

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（平成２６年１月分）
15,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年１月分）
1,544

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年１月分）
6,469

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画事業等にかかる郵便料の支出について（１月分）
1,400

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１月分）
1,110

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画事業等にかかる郵便料の支出について（１月分）
80

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１月分）
1,040

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画事業等にかかる郵便料の支出について（１月分）
6,590

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１月分）
810

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１月分）
17,670

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ウォールペインティング事業用芦原橋高架線下塗装工事委託料経費の支出について
498,750

浪速区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託の経費の支出について（１月分）
450,432

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置業務にかかる葬祭費の支出について
166,315

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１１月～平成２６年１月分の支出について
388,641

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・２月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・２月分）の支出について
120,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
2,835

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
25,725

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
1,890

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
3,675

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）４～９・１２・１月分の支出について
303,863

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１２・１月分の支出について
37,950

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１２月分の支出について
14,700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月04日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
4,410

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
22,050

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
10,920

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320104号
56,670

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320103号
41,612

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1210120844号
24,000
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１２月、平成２６年１月分の支出について
219,142

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（妊娠検査料）１１、１２月分の支出について
44,610

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）１２月分の支出について
304,750

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１０月～平成２６年１月分の支出について
584,126

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）１月分の支出について
48,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２５年１２月、平成２６年１月分の支出について
1,476,950

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて
48,540

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,530

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－３）
14,175

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１１月～平成２６年１月分の支出について
116,327

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１２月、平成２６年１月分の支出について
381,624

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）１２月分の支出について
26,250

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２５年１２月、平成２６年１月分の支出について
1,297,460

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）１０月分の支出について
9,170

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
2,016

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１２・１月分の支出について
51,625

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）１０・１１月分の支出について
16,410

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）１２・１月分の支出について
128,729

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１２・１月分の支出について
89,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１２月分の支出について
1,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310220120号
45,217

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320118号
8,806

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
165,524

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
296,751

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
3,730

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
1,785

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（１月分）
36,020

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）１月分の支出について
194,417

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）１月分の支出について
165,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９・１月分の支出について
30,345

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（人工妊娠中絶費用）１０月分の支出について
136,140

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）平成２４年９月分の支出について
6,700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１２・１月分の支出について
65,650

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）９～１月分の支出について
304,854

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２５年１１月１１日納付過誤払い　１５９条（本庁執行分）
13,641

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,399

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
347

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,230
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
10,870

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
120

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成25年度第3回コホート検討会出席医師への報償金の支払いについて
11,360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,656

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について（１月分）
15,700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320123号
47,250

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1210120856号
13,750

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1310120088号
17,130

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1210130034号
19,330

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
418,555

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1310120258号
22,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
64,350

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1310120254号
205,450

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
20,130

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　３月分
37,091,281

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　３月分
18,016,847

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　３月分
456,100

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　３月分
300,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　３月分
2,154,650

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（２月分）の支出について
2,904,075

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
54,075

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
3,360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
2,887

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１２月～平成２６年２月分の支出について
672,280

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）１２・１月分の支出について
331,225

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１２～２月分の支出について
32,930

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業にかかる報償金の支出について（２月分）
9,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
294

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
2,982

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
294

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
21,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
67,597

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
42,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
5,680

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
29,720

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
28,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
39,760

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）１、２月分の支出について
186,785

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）２月分の支出について
97,755

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１、２月分の支出について
116,439

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２４年９月、平成２５年５月～平成２６年２月分の支出について
611,426

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２５年８、１２月、平成２６年１月分の支出について
1,068,825

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（ドメスティックバイオレンス対策事業用　１１月分）
320

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（なにわっ子すくすくスタート事業用　１１月～１月分）
1,440

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（要保護児童対策地域協議会の運営事業用　１１月～１月分）
1,554
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（乳幼児発達相談体制強化事業用　１１月分）
460

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（福祉事務所運営費用　１１月～１月分）
5,682

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（老人保護業務用　１月分）
2,470

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）６月分の支出について
18,186

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１１～１月分の支出について
7,550

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１２～２月分の支出について
62,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）７～１０・１・２月分の支出について
841,439

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）１２月分の支出について
9,940

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）１０・１月分の支出について
24,272

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（母子生活支援施設入所事業用　１１月～１月分）
3,128

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 介護保険事務用複写機コピー代の支出について（１月分）
23,406

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
660

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１月分受取人払）の支出について
45,810

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
529,722

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320124号
11,845

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310220108号
508,799

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
92,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1310120261号
41,160

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
233,310

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
322,190

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
1,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる歯科医師への報償金の支出について(平成26年2月分）
30,570

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
80

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
80

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
1,520

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
7,905

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
11,050

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１月分受取人払）の支出について
13,965

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
280

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
173,078

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
3,560

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
1,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
240

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の委託にかかる委託料の支出について（平成26年１月分）
578,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診に係る報償金の支出について（平成２６年１月分）
171,070

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
10,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
40,208
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
16,432

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 成人の日記念の集い選挙啓発物品購入にかかる経費の支出について
29,925

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年1月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
310,026

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年1月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
54,711

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議委員報償金の支出について（１月分）
164,810

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ＩＣＴプロジェクト会議に関する他都市調査にかかる旅費の支出について
27,520

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
8,720

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年1月分　区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契）
660,450

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年1月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)(西淀川区役所)長期借入にかかる経費の支出について
55,314

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年1月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
9,240

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年1月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
9,898

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について(平成26年2月号)
343,565

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
300

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について(平成26年2月号)
170,100

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年1月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出につて
5,859

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年1月分　産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる経費の支出について
7,455

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 1階に～よんステーション及び5階大会議室3・4系統エアコン室内機修繕にかかる経費の支出について
362,250

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年1月分　区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について
155,054

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　人事総務課他３担当分コピー代金の支出について
1,945

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　人事総務課他３担当分コピー代金の支出について
48,998

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコンシステム用　平成２６年１月分データ通信料の支出について
4,758

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人事総務課（企画調整グループ）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
6,680

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポーター事業にかかる報償金の支出について（平成２６年１月）
167,700

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民相談事業用FAX回線使用料の支出について（平成２６年１月分）
2,686

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
9,410

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
11,377

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　一般事務用電話使用料の支出について
20,442

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大阪市西淀川区広報紙新聞折込業務経費の支出について(平成26年2月号)
355,475

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度　第７回西淀川区区政会議録作成経費の支出について
37,590

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙配付業務経費の支出について(平成26年2月号)
71,760

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年１月分）の支出について
730

西淀川区役所 人事総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年１月分）の支出について
6,030

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 成人の日記念事業用紅白幕クリーニングにかかる経費の支出について
13,012

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市立西淀川区民ホール・大阪市立西淀川区民会館管理業務委託代行料の支出について（第４四半期分）
2,958,314

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業における委託事業のうち地域雇用にかかる賃金支払い分（５月～１０月）経費の支出について
3,285,000

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念事業用記念品（スタイラスペン）の購入にかかる経費の支出について
58,590

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用苦土石灰外１４点の購入にかかる経費の支出について（憩いの花壇づくり）
130,084

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）花緑
6,099

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車維持管理経費　フロントタイヤ交換及びスモールライト交換にかかる経費の支出について
31,004

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業　地域安全対策プロジェクト用　携帯電話使用料（１月分）の支出について
6,881

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第１５回生涯学習フェスタ（地域連携）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用平成２６年２月分歌島公園種花広場電気使用料の支出について
2,207

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分まちづくり推進課事務用市内出張交通費の支出について
4,140

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分まちづくり推進課事務用市内出張交通費の支出について
1,080

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分まちづくり推進課事務用市内出張交通費の支出について
1,840

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年1月分クリーンにしてグリーンなまちづくり事務用市内出張交通費の支出について
1,000

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（Ｈ２６年１月分）
1,986

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（Ｈ２６年１月分）
4,164
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西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業（区民卓球大会団体戦２月１６日）用物品購入にかかる経費の支出について
32,865

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（Ｈ２６年１月分）
1,421

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（Ｈ２６年１月分）
385

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（Ｈ２６年１月分）
16,537

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（Ｈ２６年１月分）
1,061

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（Ｈ２６年１月分）
593

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
5,770

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
120

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
7,990

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
570

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
1,520

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（Ｈ２６年１月分）
882

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
1,360

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
5,280

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年２月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年２月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 葬祭費負担金の支出について
900,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 葬祭費負担金の支出について
900,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
755,736

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金負担金の支出について
37,740

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
57,534

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 葬祭費負担金の支出について
50,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２５年１２月分）
2,853,900

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
920

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
720

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
640

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
1,020

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
60,762

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
1,530

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用消耗品購入にかかる経費の支出について
87,255

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について(口座不能による再支出)
3,750

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
8,200

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
5,045

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
59,115

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用消耗品購入にかかる経費の支出について
176,715

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
80,990

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
3,418

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
60,857

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
33,259

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
46,064

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
421,204

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
110,545

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
80,160

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
243,520

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
167,765

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）２月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）２月分の支出について
120,000
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西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,377

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
40,695

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,651

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
26,993

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
157,880

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
151,240

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
199,760

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
73,830

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
94,353

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 不動産鑑定料（住宅扶助金）の支出について
229,595

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
208,253

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
64,200

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
100,590

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
1,603,875

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（平成25年10月～12月分）にかかる経費の支出について
17,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉費・障がい児施設給付費の支払いについて
3,876

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,826

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉費・障がい児施設給付費の支払いについて
1,618

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,484

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
10,939

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 障がい者・高齢者虐待防止連絡会議における講演会の開催について
5,920

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年1月分）
620

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年1月分）
960

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年1月分）
1,370

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年1月分）
3,760

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
46,200

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,700

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,630

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,940

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,630

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,200

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
90,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,040

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
57,750

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年1月分）
240

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費２月分の支出について
2,369,887

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙おむつ代(生活扶助金）の支出について
20,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
6,030

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
117,321

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費（教育扶助金）の支出について
290,217

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 福祉用具費（介護扶助金）の支出について
23,562

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 訪問看護費（医療扶助金）の支出について
1,375
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西淀川区役所 福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
217,339

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
38,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
645,435

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉  社会復帰相談指導・家族教室 事業用　講師謝礼１月分にかかる経費の支出について
29,200

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
1,350

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
11,025

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
4,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　手数料 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
500

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
600

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
4,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
40,695

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
64,313

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,907

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
66,744

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,259

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
131,550

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
36,340

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 現年度歳出戻入金（本庁執行分）の過誤納付にかかる還付について
56,380

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,038

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,381

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年1月分）
8,130

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成26年3月分の支出について
22,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成26年3月分の支出について
12,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成26年3月分の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
8,960

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成26年3月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成26年3月分の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年1月分）
20,071

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
82,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修費の支出について
117,364

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年　1月分　地域生活支援事業用携帯電話使用料の支出について
2,594

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年２月　重度障害者医療助成にかかる償還払の支出について
463,556

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年２月　一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
773,062

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 引越代（生活扶助金）の支出について
70,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
2,070

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 住宅改修費（介護扶助金）の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
51,950

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
48,880

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 訪問看護料（医療扶助金）の支出について
825

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年２月こども医療助成にかかる償還払の支出について
790,813

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年２月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
99,046

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　平成26年1月請求分の支払いについて
14,000



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
98,076

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
934

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
354,721

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用トナーカートリッジ購入経費の支出について
155,085

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用トナーカートリッジ購入経費の支出について
21,525

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
128,746

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 リバースモゲージ抵当権設定登記代（生活扶助金）の支出について
83,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助金（教育扶助費）の支出について
921,778

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
9,975

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費(医療扶助金）の支出について
30,970

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 訪問看護料（医療扶助金）の支出について
14,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
748,335

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用トナーカートリッジ購入経費の支出について
21,525

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用トナーカートリッジ購入経費の支出について
31,017

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
900

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ２５年度　介護保険用及び一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
970

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
878,825

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
90,290

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
800

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
12,640

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
4,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
5,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
6,870

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２６年１月分）
25,797

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
364,081

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
1,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
106,609

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
33,375

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららひめじま駅前保育園）（１月分）
1,061,630

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママゆりかごハウス）（１月分）
1,057,450

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららみてじま保育園）（１月分）
513,530

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
13,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
47,380

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
2,260

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 ２５年度　介護保険用及び一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
480

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品の購入について
10,636

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
68,155

西淀川区役所 福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用お茶（ペットボトル）の購入について（平成２６年２月１３日～平成２６年３月１８日分）
6,092

西淀川区役所 保健課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年１月分小口支払基金の繰入について
6,232

西淀川区役所 保健課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分小口支払基金の繰入について
7,473

西淀川区役所 保健課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分小口支払基金の繰入について
8,790

西淀川区役所 保健課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分小口支払基金の繰入について
5,600

西淀川区役所 保健課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度ＢＣＧ予防接種事業用　１月分従事医師報償金の支出について
48,540

西淀川区役所 保健課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年１月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
322,740

西淀川区役所 保健課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分市内出張交通費の支出について
1,460
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西淀川区役所 保健課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分市内出張交通費の支出について
5,530

西淀川区役所 保健課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分市内出張交通費の支出について
780

西淀川区役所 保健課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
12,306

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 食育推進連絡調整会議運営用消耗品の購入にかかる経費の支出について
10,080

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
800

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
240

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２６年１月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
1,470

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
240

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
240

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
7,960

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
21,640

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
3,660

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
400

西淀川区役所 保健課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
21,540

淀川区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（１月分）
167,918

淀川区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（１月分）
2,076,864

淀川区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発用オリジナルクリアファイルの買入経費の支出について
36,225

淀川区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市淀川区役所庁舎における給排水設備維持管理業務委託料の支出について（第３回）
6,300

淀川区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用プリンタートナーカートリッジの買入経費の支出について
106,638

淀川区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用ドラムカートリッジ買入経費の支出について
79,978

淀川区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
420

淀川区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託料の支出について（１月分）
121,283

淀川区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（１月分）
490,000

淀川区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入契約にかかる経費の支出について（１月分）
3,780

淀川区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所宿直員用寝具借入契約の締結並びに同経費の支出について（１月分）
9,660

淀川区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所旧庁舎管理にかかる電気代の支出について（12月分）
6,358

淀川区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所旧庁舎管理にかかる電気代（分館）の支出について（12月分）
354

淀川区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（１月分）
161,500

淀川区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度淀川区役所庁舎の機械警備の実施および同経費の支出について（１月分）
73,500

淀川区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務における郵便料金（一般後納）の支出について（１月分）
3,060

淀川区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
9,066

淀川区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料の支出について（１月分）
27,867

淀川区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（1月分）
193,281

淀川区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（1月分）
1,780,985

淀川区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（１月分）
3,778

淀川区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（健康づくり）事務用コピー代の支出について（１月分）
14,951

淀川区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（１月分）
3,429

淀川区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（１月分）
7,404

淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について（１月分）
19,596

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（三国小学校区）の支出について
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 成人の日記念のつどいにかかる物品運搬業務経費の支出について
4,320

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立淀川区民センター管理運営業務経費の支出について（平成25年12月分）
2,628,381

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 なわとび大会の開催にかかる消耗品の購入経費の支出について
48,300

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 なわとび大会の開催にかかる消耗品（テープ）購入経費の支出について
3,528

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分　2回目）
348

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分　2回目）
1,050

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分　2回目）
4,280

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分　2回目）
100
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淀川区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
900

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分　2回目）
900

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用・市民協働課事務用プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
53,319

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー装備品の買入経費に支出について
128,961

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外１２点の購入経費の支出について
359,677

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用・市民協働課事務用プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
53,319

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用　キーホルダー型名札外２点の買入経費の支出について
17,934

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 自転車盗対策にかかる啓発用のぼり及びポールの購入経費の支出について
84,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（１月分）の支出について
25,543

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用事務用品３２点の買入経費の支出について
10,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用事務用品３２点の買入経費の支出について
141,721

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全啓発活動にかかるタスキ及びＬＥＤ反射キャッチバンドの購入経費の支出について
44,074

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全啓発活動にかかるタスキ及びＬＥＤ反射キャッチバンドの購入経費の支出について
10,731

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用事務用品３２点の買入経費の支出について
8,426

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 校下の力！夢ちゃんの防犯マップ印刷経費の支出について
52,500

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用事務用品３２点の買入経費の支出について
12,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 成人の日記念のつどい事業に係る市内出張旅費の支出について（5回目）
5,040

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 マグネットバー外５点の買入にかかる経費の支出について
113,365

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 賠償責任保険料（絵本展ものがたりのちから参加者用）の支出について
5,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 平成25年度全国ボランティアコーディネーター研究集会2014への職員派遣に係る旅費の支出について
39,880

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度全国ボランティアコーディネーター研究集会2014への職員派遣にかかる参加費用の支出について
12,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 のぼりポール外３点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
11,917

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金の支出について
97,810

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（１３回目）
140,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区おおなわとび大会「淀ナワ王決定戦」の運営補助員にかかる謝礼の支出について
61,440

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２６年２月請求分）
167,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年1月分の料金後納郵便料金支出について
120

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年1月分の料金後納郵便料金支出について
19,555

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年1月分の料金後納郵便料金支出について
160

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年1月分の料金後納郵便料金支出について
3,390

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年1月分の料金後納郵便料金支出について
80

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年1月分の料金後納郵便料金支出について
12,120

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年1月分の料金後納郵便料金支出について
400

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区歴史調査報告書デザイン作成業務にかかる経費の支出について
73,500

淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年1月分の料金後納郵便料金支出について
3,860

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２６年２月分支払資金（一般）の支出について
500,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２６年２月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
107,585

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月支給分療養費（一般）の支出について
1,832,591

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月支給分療養費（退職）の支出について
67,233

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度２月支給分葬祭費の支出について
350,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度２月支給分出産育児一時金の支出について
642,380

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 淀川区における欠落調査に係る街区表示板取付用具の購入経費の支出について
287,406

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料の支払いについて（平成２５年１２月分）
3,395,280

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
336,505

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月支給分療養費（一般）の支出について
16,611

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用トナーカートリッジの購入経費の支出について
27,930
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淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,300

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・国民年金事業にかかる平成２６年１月分料金後納郵便料の支出について
15,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
41,435

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・国民年金事業にかかる平成２６年１月分料金後納郵便料の支出について
30,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１月分料金後納郵便料の支出について
903,257

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢者医療事業にかかる平成２６年１月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
60,985

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・国民年金事業にかかる平成２６年１月分料金後納郵便料の支出について
256,238

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
85,667

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる事務用品の購入経費の支出について
148,953

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月支給分療養費（一般）の支出について
654,130

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月支給分療養費（退職）の支出について
11,715

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月支給分療養費（一般）の支出について
383,389

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月支給分療養費（退職）の支出について
67,578

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる事務用品の購入経費の支出について
14,752

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民年金事務用市内出張交通費の支出について（1月分）
700

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１月分コピー代金（保険）の支出について
5,082

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１月分コピー代金（管理）の支出について
4,002

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる事務用品の購入経費の支出について
30,450

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度２月支給分葬祭費の支出について
600,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度２月支給分出産育児一時金の支出について
228,570

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
959,931

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
42,819

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
150,020

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）　２月分
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）　２月分
120,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座（高齢）事業における負荷調整重錘バンドの購入並びに同経費の支出について
98,700

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,850

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
320

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,307

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康教育にかかる禁煙啓発用パンフレットの作成および同経費の支出について
35,700

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度児童手当給付費2月分の支給について
135,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用コピー料金（１２月分）の支出について
14,401

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金）の支出について
324,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ１月分）にかかる医師報償金の支出について
97,080

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
7,067

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
44,020

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,050

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師にかかる報償金の支出について（12月分）
18,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
310,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
376,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,937

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
840

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
66,470

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,540
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
347,460

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
40,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生の食育推進事業「食生活講座」にかかる報償金の支出について
15,615

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ピア・カウンセリングに係る保育実施に係る経費の支出について（平成２６年１月分）
2,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ピア・カウンセリング料の支出について（平成２６年１月分）
12,900

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務委託契約の締結並びに同経費の支出について（第１８号）
36,225

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
399

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
753,128

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
567,611

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
260,574

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
36,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
271,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
35,226

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
235,380

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
235,576

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,998

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
2,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
70,350

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
95,920

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
366,355

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
13,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
75,150

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
12,900

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,920

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
128,287

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
34,050

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
332,739

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
34,720

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
67,620

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
215,355

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 地域ふれあい子育て教室にかかるプロジェクター他１２点の購入並びに同経費の支出について
52,137

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
306,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用食糧費の支出について
18,690

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
10,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
252,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
19,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
7,490

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
8,125

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業費の支出について
269,325

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度２月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
285,718

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業費の支出について
299,250

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（１１～１月分）の支払いについて
700

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
1,520

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
320
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（１１～１月分）の支払いについて
20,790

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（１１～１月分）の支払いについて
240

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（１１～１月分）の支払いについて
8,897

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ（総合福祉システム）のトナーカートリッジの購入経費の支出について
89,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入経費の支出について
133,297

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（1月分）
67,995

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
471,385

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年３月分の扶助費の支出について
35,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年３月分の扶助費の支出について
17,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年３月分の扶助費の支出について
400,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
52,310

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年３月分の扶助費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年３月分の扶助費の支出について
1,700,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
86,545

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
344,347

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
504,678

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
43,620

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
196,393

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母親教室におけるスタンプ印他２点の購入並びに同経費の支出について
19,593

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金）の支出について
318,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月受取人払、高齢）
1,235

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
7,115

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
18,780

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
1,277,900

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
2,280

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
629,835

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月受取人払、身体障がい交通券）
204,425

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
4,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
8,030

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
80

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度２月分重度障がい者医療費助成の支出について
1,923,644

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
476,132

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
22,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
6,845

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
1,360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
415

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度2月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
4,383

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度２月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
472,492

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,350

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
70,461

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,250

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
238,535

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
228,855

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
80
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
1,490

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
80

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
2,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
80

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
1,520

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
6,410

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
394,640

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
8,040

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
6,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
40,368

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
960

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
28,030

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
10,820

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
1,130

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度2月分こどもすこやか医療（こども医療）助成の支給について
542,332

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
1,850

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
7,850

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度２月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
83,381

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
27,650

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（２月分）にかかる支出について
3,026,171

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
12,760

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
1,040

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
80

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
4,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
1,220

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
509,783

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
553,110

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
135,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,087,370

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（１月分）
641,110

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
295,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（10月分）
860

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品購入費の支出について（１月分）
12,768

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 災害時要援護者支援事業の委託料の支出について（第３四半期分）
2,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい児相談支援研修にかかる市内出張交通費の支出について（12月分）
460

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
353,639

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
335,696

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
14,280

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
184,750

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
159,030

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる市内出張交通費の支出について（12
1月分）

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
68,360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
67,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,260

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
51,576
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
172

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
41,050

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
66,090

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,370

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
189

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
111,508

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
11,590

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
222,990

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
668,345

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる費用弁償の支出について（第３四半期分）
14,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
1,033,250

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
581,250

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
1,059,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者成年後見市長審判請求事務にかかる市内出張交通費の支出について（12月分）
300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者虐待防止にかかる市内出張交通費の支出について（10
11月分）

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉業務会議用お茶購入費の支出について
1,176

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　特別旅費 平成25年度自治体福祉行政入門参加及び同経費の支出について（特別旅費）
2,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業費の支出について
140,271

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当コピー料金1月分の支出について
30,015

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
73,528

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
3,730

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
70,620

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
21,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年1月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
30,570

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料１月分の支出について
27,440

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料1月分の支出について
9,440

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度児童手当給付費2月分の支給について
40,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
79,920

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（１月分）
27,695

淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品費の支出について（１月分）
3,900

淀川区役所 政策企画課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙編集委託契約にかかる経費の支出について（平成26年2月号）
136,500

淀川区役所 政策企画課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 淀川区乗合タクシー運行業務にかかる支出について（12月分）
454,000

淀川区役所 政策企画課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市淀川区役所広報紙印刷業務（平成25年5月号～平成26年4月号）（平成26年2月号）
321,093

淀川区役所 政策企画課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙新聞折込委託契約にかかる経費の支出について（平成26年2月号）
403,597

淀川区役所 政策企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事業・広聴事業・広報事業用後納郵便料金（1月分）の支出について
24,330

淀川区役所 政策企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報アンケート用（受取人払）後納郵便料金（1月分）の支出について
47,060

淀川区役所 政策企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（１月分）
4,480

淀川区役所 政策企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（１月分）
105

淀川区役所 政策企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 車座会議開催にかかる会館使用料の支出について（田川社会福祉会館）
3,000

東淀川区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料の支出について（平成25年10月～12月分）
11,775

東淀川区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナーカートリッジ購入経費の支出について
190,806

東淀川区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市東淀川区地域福祉バス等試験運行業務委託（第３回中間金）の支出について
4,680,000

東淀川区役所 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
46,333

東淀川区役所 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年12月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
41,830
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東淀川区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成26年１月分）
400

東淀川区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成26年１月分）
30,400

東淀川区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度　第２回東淀川区区政会議に係る議事テープ起こし及び議事録作成業務委託契約経費の支出について
21,000

東淀川区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度新聞未購読世帯への東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」配付業務委託（平成25年4月号～平成26年3月号）（概算契約）経費の支出について（１月号分）
128,150

東淀川区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 毎日新聞・日本経済新聞購読料の支出について（平成25年10月～12月分）
24,915

東淀川区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年１月分電話料金（出張所センター）の支出について
46,246

東淀川区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課（広報））
2,650

東淀川区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所アングル棚等移設業務経費の支出について
147,000

東淀川区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成25年5月号～平成26年4月号）経費の支出について（２月号分）
152,250

東淀川区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成26年１月分）②
504

東淀川区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東淀川区役所電気料金（本区臨時電力分）の支出について（１月分）
987,586

東淀川区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所簡易専用水道定期検査料の支出について
12,390

東淀川区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成26年２月分）
6,069

東淀川区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成26年２月分）
33,110

東淀川区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所窓口案内員派遣業務経費の支出について（１月分）
263,886

東淀川区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（電話料金　平成26年１月分）
9,174

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年１月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
1,200

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成２５年５月号～平成２６年４月号）概算印刷経費の支出について（２月号分）
339,925

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年１月分後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
15,690

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年１月分庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について
6,804

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成25年5月号～平成26年4月号）（概算契約）経費の支出について（２月号分）
368,845

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所産業廃棄物収集・運搬及び処分委託の支出について（平成26年１月分）
118,629

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度新聞未購読世帯への東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」配付業務委託（平成25年4月号～平成26年3月号）（概算契約）経費の支出について（２月号分）
124,438

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（１月分）
19,253

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（１月分）
441,000

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（ソリューションサービス　平成26年1月分）
4,480

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（ライセンス料金　平成26年１月分）
3,150

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査にかかる調査員手当の支払いについて
354,223

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年１月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
3,640

東淀川区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年１月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
7,812

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年2月分出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年2月分出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成26年2月支払資金の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成26年2月支払資金の支出について
20,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年1月受付分）
196,632

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２５年１２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
22,914

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年1月受付分）
25,153

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金・管理担当（収納対策用）郵便切手購入経費の支出について
28,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年1月受付分）
111,795

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年1月分葬祭費の支出について
750,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年1月分出産育児一時金の支出について
198,460

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料(平成25年12月分)の支出について
1,903,725

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年１２月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課（住民情報））
4,820

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年2月分　国民健康保険療養費の支出について
1,571,780

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年2月分　国民健康保険療養費の支出について
47,655

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
115,150

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（１月分）
11,690

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
4,480
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　タイルカーペットの購入経費の支出について
64,680

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（１月分）
208,211

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,033,040

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（１月分）
128,783

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（１月分）
145,004

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青色防犯パトロール事業用自動車にかかる回転灯購入経費の支出について
21,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業用にかかる消耗品購入経費の支出について
10,804

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区地域人権リーダー養成講座委託料の支出について
698,500

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正事業「ＤＯ！プラン」の実施に係る業務委託経費（12月分委託料）の支出について
445,650

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課）（「地域安全防犯・防災対策」プロジェクト事業用）
520

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課）（街頭犯罪防止啓発事業用）
1,174

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（防災力の向上）
4,717

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力の向上事業にかかるデジタルトランシーバー等購入経費の支出について
361,620

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災体制の充実事業用　安全長靴購入経費の支出について
192,958

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災体制の充実事業用　レインウェアー購入経費の支出について
193,200

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力の向上事業用にかかる消耗品購入経費の支出について
278,024

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 街頭犯罪防止啓発事業用にかかる消耗品購入経費の支出について
11,660

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課）
13,838

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「東淀川区地域活力創造事業企業・地域連携演劇ワークショップ実施委託」にかかる委員報酬の支出について
50,115

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯・防災対策プロジェクト事業用メッシュベスト購入経費の支出について
48,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
20,630

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,600

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
500

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
540

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業用にかかる啓発用横断幕購入経費の支出について
262,500

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 街頭犯罪防止啓発事業用にかかる横断幕購入経費の支出について
231,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 新大阪駅及び駅周辺の企業等の帰宅困難者対策事業用　企業防災アンケート調査概要報告書の印刷経費の支出について
77,700

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 新大阪駅及び駅周辺の企業等の帰宅困難者対策事業用　東淀川区防災地図の印刷経費の支出について
69,300

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 新大阪駅及び駅周辺の企業等の帰宅困難者対策事業にかかる企業・地域連携演劇ワークショップチラシ印刷経費の支出について
57,750

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年12月分市内出張交通費の支出について（市民協働課）
10,430

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,400

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,500

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
80

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,680

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
480

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
200

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,900

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 区における地域防犯対策の推進用にかかる自転車ワイヤーロックの購入について
243,600

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 新大阪駅及び駅周辺の企業等の帰宅困難者対策事業用　企業等連携における各種協力依頼の申込書等返信にかかる返信用封筒の印刷経費の支出について
6,300

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 １月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
8,365

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 新大阪駅及び駅周辺の企業等の帰宅困難者対策事業用にかかる消耗品購入経費の支出について
155,946

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域別地域防災計画の策定事業用　消耗品費の購入経費支出について
55,086

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域女性活動推進事業用事務用品の購入経費の支出について
17,952

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 児童遊園の運営・整備事業に係る消耗品費の支出について
22,039

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 新大阪駅及び駅周辺の企業等の帰宅困難者対策事業用にかかる災害時地域協力貢献事業所・店舗のステッカー印刷業務経費の支出について
131,250

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度１月分市民協働課各種事業に係る後納郵便料金の支出について
7,880

東淀川区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立東淀川区民会館管理業務代行料（第３四半期分）の支出について
6,044,964
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外１保育所における消耗品事業資金２月分の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第１保育所外６保育所における消耗品事業資金２月分の支出について
210,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成25年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
4,573

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）にかかる経費の支出について
229,418

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
18,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）にかかる経費の支出について
106,967

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
10,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
155,729

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
4,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助(技能修得費)にかかる経費の支出について
6,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
241,105

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２５年１２月分
14,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２５年１１月分
27,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分－３）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
414,505

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
17,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分－３）
880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２５年１２月分）
97,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分－３）
240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
16,092

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
94,850

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会における学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成25年９月～10月分）
5,970

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会における学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成25年12月分）
15,810

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２５年１２月分
50,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分－４）
7,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度東淀川区セラピードッグ交流事業に係る委託料の支出について（第５回中間払い）
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,886

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,869

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
865,723

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
100,198

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
337,386

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
109,327

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
151,101

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
234,798

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
252,845

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
193,494

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
517,583

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
105,383

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
65,882

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
3,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
4,872

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
36,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費等)にかかる経費の支出について
69,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
14,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
209,635

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動経費の支出について
14,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
28,508
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
84,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
2,691,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２５年１１月～１２月分
79,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２５年１２月分その２
22,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　１１月分
9,450

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
16,646

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
264,530

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬祭委託にかかる経費の支出について
166,408

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
913,074

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年１１月２６日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年１０月３０日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年８月２７日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年１０月３日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年１０月１０日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年９月５日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年１２月３日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年１０月２９日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼の支出について　平成25年8月分
9,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼の支出について　平成２５年１０月分
9,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・結核事業用及び精神保健事業用管外（近接地）出張交通費の支出について（平成２５年６月保健師分）
14,210

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
92,079

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検査料及び移送費)にかかる経費の支出について
264,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
16,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）にかかる経費の支出について
253,155

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
37,510

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持）の支出について
82,845

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
32,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費・検診料及等)にかかる経費の支出について
10,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
51,254

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
5,610

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・結核事業用及び精神保健事業用管外（近接地）出張交通費の支出について（平成２５年６月保健師分）
1,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年１１月１４日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・結核事業用及び精神保健事業用管外（近接地）出張交通費の支出について（平成２５年６月保健師分）
2,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２５年１０月～１１月分
21,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年９月～１１月分市内出張交通費の支出について（介護保険）
2,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成２５年１２月分）
7,392

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 第３四半期　民生委員・児童委員にかかる費用弁償の支出について（訂正・再振込分）
2,425

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
149,813

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助(高等学校就学費等)にかかる経費の支出について
22,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 第３四半期　民生委員・児童委員にかかる費用弁償の支出について（訂正・再振込分）
2,425

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２５年８月～１２月分市内出張交通費の支出について（介護保険）
1,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
97,611

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
90,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
39,128

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
20,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
3,465



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
1,860

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 東淀川区役所保健福祉課（介護保険）金庫部品取替修繕にかかる経費の支出について
47,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成25年度東淀川区成人の日記念のつどいの運搬業務に係る賃借料の支出について
36,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成25年12月申請分）
984,417

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成25年12月申請分）
394,370

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
403,115

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（25年11月申請分）
431,067

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（25年11月申請分）
151,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合相談窓口用ハイカウンター他３点の購入経費の支出について
166,719

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 総合相談窓口用ハイカウンター他３点の購入経費の支出について
104,517

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
126,278

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）にかかる経費の支出について
138,922

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(福祉用具)にかかる経費の支出について
48,233

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区成人の日記念のつどいに係る手話通訳者への報償金の支出について
17,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区成人の日記念のつどいに係る司会料の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
66,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３０号）
266,257

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２７号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３３号）
269,325

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２８号）
269,325

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成26年3月分扶助費の支出について
60,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成26年3月分扶助費の支出について
28,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成26年3月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成26年3月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成26年3月分扶助費の支出について
2,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立西淡路第１保育所外６保育所における給食費２月分の支出について
4,430,915

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
15,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
31,535

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
30,147

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
27,252

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
55,646

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
148,629

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）の支出について
526,134

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費等)にかかる経費の支出について
325,388

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
395,414

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
35,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
41,947

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
16,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
22,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
384,855

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
11,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
2,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
15,452

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,980
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,450

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
97,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
210,923

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,620

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
61,995

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
302,202

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
37,121

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
560,245

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
109,118

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
835,135

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
766,457

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
924,816

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 被保護者との面談等にかかる出張命令について
8,150

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成26年3月分扶助費　資金前渡金の支出について
6,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成26年3月分扶助費　資金前渡金の支出について
2,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成26年3月分扶助費　資金前渡金の支出について
50,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(福祉用具及び住宅改修等)にかかる経費の支出について
166,608

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成26年3月分扶助費　資金前渡金の支出について
200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成26年3月分扶助費　資金前渡金の支出について
1,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東淀川区成人の日記念のつどい事業に係る消耗品費の支出について
79,381

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区成人の日記念のつどいに係るプログラムの印刷費の支出について
56,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区成人の日記念のつどいに係るチラシ・ポスターの印刷費の支出について
45,150

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費・検診料及等)にかかる経費の支出について
220,506

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
987,875

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（25年12月申請分）
482,941

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（25年12月申請分）
70,071

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業に係る啓発物品の購入経費の支出について
14,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
80

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
260

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
2,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
932

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区成人の日記念のつどいに係るフレアホール使用料の支出について
110,013

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区一時預かり事業に伴う補助金の支払いについて（第１回）
873,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
4,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
1,952,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
6,830

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
4,225

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
44,555

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 重度障がい等タクシー料金給付業務・市営交通料金福祉措置及び市営交通機関乗車料金福祉措置にかかる郵便代の支出について（平成２６年１月分）
100,996

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
3,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
780

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
3,025

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
2,930

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３２号）
269,325
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３４号）
269,325

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
3,430

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
1,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　郵便料金の支出について（生活支援）
773,283

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
40,285

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)にかかる経費の支出について
1,877,843

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
861

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
14,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
264,684

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
8,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
214,205

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
80

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２６年１月分）
97,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
80

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年）用リーフレットの作成経費の支出について
48,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
5,590

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
4,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
554,510

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 重度障がい等タクシー料金給付業務・市営交通料金福祉措置及び市営交通機関乗車料金福祉措置にかかる郵便代の支出について（平成２６年１月分）
29,154

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
6,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
49,412

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
660

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
18,552

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
19,394

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
1,808

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年１月分）
1,094,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年１月分）
1,034,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年１月分）
550,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年１月分）
1,048,150

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
4,039

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
80

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
1,583

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（１月分）にかかる報償金の支出について
97,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
33,860

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
17,084

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
80

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年1月分
29,975

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年1月分
81,507

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年1月分
18,827

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 健康情報発信事業用リーフレットの作成経費の支出について
39,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
480

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年1月分
400

東成区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
9,450

東成区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月）
6,600
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東成区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,000

東成区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害住宅電話料金の支出について（１月分）
2,953

東成区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事務用品（マグネットバー外６点）購入経費の支出について
25,725

東成区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働ネットワーク形成支援事業インターネット経費の支出について（12月分）
3,393

東成区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（１２月分）
420

東成区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 成人の日のつどい事業にかかる司会進行の業務委託経費の支出について
29,925

東成区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１２月分）
5,040

東成区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業用物品（ポケットティッシュほか６点）の買入経費の支出について
147,210

東成区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所裏口門扉戸車取替修繕工事経費の支出について
123,900

東成区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子ども防犯ハンドブック印刷業務にかかる経費の支出について
96,358

東成区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（１月分）
7,230

東成区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（１月分）
3,403

東成区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,000

東成区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成26年1月分）
5,548

東成区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託平成２５年８月号～平成２６年４月号にかかる経費の支出について（２月号分）
94,750

東成区役所 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東成区役所庁舎内案内員用ジャケット購入にかかる経費の支出について
39,060

東成区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 次世代担い手育成支援事業公募型企画提案（プロポーザル）に係る審査員報酬の支出について
48,015

東成区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用事務用品の購入経費の支出について
139,803

東成区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所及び東成区保健福祉センター（分館）自動ドア保守点検業務委託経費の支出について（第３四半期）
22,365

東成区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所及び東成区保健福祉センター（分館）自動ドア保守点検業務委託経費の支出について（第３四半期）
1,260

東成区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区民センター設置防犯カメラ電気料金（１月分）の支出について
936

東成区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
6,372

東成区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報パソコン（省スペース型）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
9,891

東成区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東成区災害対策職員住宅にかかる賃借料等の支出について（平成２６年３月分）
141,000

東成区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１月分）
3,575

東成区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１月分）
2,230

東成区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（１月分）
115,152

東成区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口案内従事者派遣業務にかかる委託料の支出について（１月分）
136,809

東成区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１月分）
1,049

東成区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１月分）
1,683

東成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（１月分）
25,347

東成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１月分）
2,935

東成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 リモートコントロールシステムの導入にかかるモバイル端末レンタル使用料の支出について（１月分）
3,918

東成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（１月分）
11,928

東成区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（１月分）
17,134

東成区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯ブザーほか２点（東成区役所）買入経費の支出について
365,400

東成区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（１月分）
24,442

東成区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２５年５月号～平成２６年４月号）　概算印刷経費の支出について（２月号分）
176,715

東成区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東成区広報紙「ひがしなりだより」新聞折込広告業務委託（平成25年５月号～平成26年４月号）経費の支出について（２月号分）
196,135

東成区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 工業統計調査及び選挙事務用品の購入経費の支出について
4,914

東成区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 工業統計調査及び選挙事務用品の購入経費の支出について
1,239

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「東成区未来わがまち推進会議」勉強会にかかる報償金の支出について
68,400

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民モニター事業にかかる謝礼品購入経費の支出について
94,500

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進担当出張交通経費（１月分）の支出について
3,220

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民モニター用物品購入経費の支出について
15,288

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進担当コピー料金の支出について（１月分）
21,244

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気使用料の支出について（１２月分）
849,704

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（１月分）
106,277
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東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料の支出について（１月分）
3,520

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（１月分）
20,499

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進担当事務用後納郵便発送経費（１月分）の支出について
580

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料の支出について（１月分）
30,145

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進担当事務用後納郵便発送経費（１月分）の支出について
6,240

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用及び統計用後納郵便料の支出について（１月分）
1,090

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料の支出について（１月分）
5,870

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（１月分）
1,050

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（１月分）
309,204

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１月分）
10,710

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課用及び統計用後納郵便料の支出について（１月分）
240

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年１月分）
1,170

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年１月分）
4,860

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（１月分）
50,013

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（１月分）
28,896

東成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について
8,140

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年２月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２６年２月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（平成26年２月分資金前渡）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（１２月分）
1,663,200

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年４月分～平成２６年１月分）
368,429

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年１月分）
550,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（２月分）一般
270,440

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年１０月分～平成２６年１月分）
158,709

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年２月分）
200,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２６年２月分）
508,340

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
63,359

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
71,881

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
42,240

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
4,752

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：管理）用コピー料金の支出について（１月分）
1,772

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス（住民情報）事務用出張交通費（１月分）の支出について
460

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成26年１月分）
1,100

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（１月分）
10,450

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー料金の支出について（２６年１月分）
514

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成26年１月分）
3,780

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー料金の支出について（２６年１月分）
4,368

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（26年１月）
344,067

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（２月分）一般
255,106

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（２月分）退職
8,285

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー料金の支出について（２６年１月分）
2,186

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
76,720

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（２６年１月）
10,140

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（２６年１月）
81,706

東成区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（２６年１月）
183,020

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
15,840
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東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
102,511

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
102,790

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（３件分）
82,872

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（３件分）
176,930

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
4,808

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
122,486

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
18,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
10,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（７件分）
29,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,250

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
22,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（３件分）
63,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用・平成26年2月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成26年2月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
19,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６件分）
19,650

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡）の支出について
15,750

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
207,970

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
87,962

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
21,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当（平成２５年１０月から平成２６年１月分）の支出について
40,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
11,022

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
111,376

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
8,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（２件分）
244,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（４件分）
44,900

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
40,633

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
226,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（２件分）
34,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について（４件分）
24,180

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
57,750

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡・装具）の支出について（２件分）
67,413

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
7,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
161,970

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立鑑定費用の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる鑑定費用の支出について（精神障がい）
50,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
7,250

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（３件分）
59,122

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について（２件分）
30,400
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東成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
115,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
6,790

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について（３件分）
92,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座における講師謝礼の支出について
10,360

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入にかかる経費の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入にかかる経費の支出について
33,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
44,784

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（６件分）
50,406

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
288,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（３８名分）
438,292

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
69,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
21,735

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入・住宅改修負担金の支出について（２件分）
10,778

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
9,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入にかかる経費の支出について
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入にかかる経費の支出について
11,945

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入にかかる経費の支出について
44,712

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入にかかる経費の支出について
35,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入にかかる経費の支出について
18,227

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
944

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
323,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
18,980

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について（２件分）
41,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入・住宅改修負担金の支出について（３件分）
42,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
7,350

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（１月分）
30,570

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
6,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
1,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
3,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
3,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
173,390

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
3,140

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について(３件分)
42,574

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
2,288

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（２月分２回目）
1,500,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
2,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
52,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
16,785

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（２月分２回目）
1,000,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（２月分２回目）
50,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入負担金の支出について
44,625



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
46,504

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代・装具代）の支出について（３件分）
28,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
41,180

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
204,845

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
2,292,107

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
317,538

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
65,930

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,250

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(９件分)
27,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療費の支出について（２件分）
11,860

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援事業（東成区子育てふれあいサークル）用講師謝礼の支出について（１月分）
22,420

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度地域福祉推進支援事業（地域保健・地域福祉ビジョン）にかかる今里地区ワークショップ講師料の支出について
19,680

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業にかかる事業受託者選考委員会委員謝礼の支出について
32,680

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
85,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
30,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（３月分）
27,932,588

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（５２名分）
350,387

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（３月分）
15,830,304

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（３月分）
360,910

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（３月分）
587,450

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業従事者への報償金の支出について（１月分）
37,620

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業従事者への報償金の支出について（１月分）
50,880

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業従事者への報償金の支出について（１月分：追加２）
6,540

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業従事者への報償金の支出について（１月分：追加）
6,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
7,732

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
30,134

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
63,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
33,900

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
18,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
29,700

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修負担金の支出について
3,822

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代・装具代）の支出について（２件分）
52,865

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
6,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６件分）
23,550

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
225,630

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成26年２月分）
1,264,772

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
86,418

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
166,741

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について（精神障害）
528,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費(２月分）の支出について
680

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（２月分）の支出について（２３名分）
90,249

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費償還給付にかかかる支出について
7,174

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費償還給付にかかる支出について
8,217

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
19,060

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
20,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,250
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東成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事業用コピー料金の支出について（１月分）
16,399

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事業用コピー料金の支出について（１月分）
5,486

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（１月分）
19,011

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
63,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
25,725

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による短期入所サービスにかかる支出について
4,460

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,150

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険・高齢者福祉）コピー料金の支出について（１月分）
7,938

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度地域福祉推進支援事業（地域保健・地域福祉ビジョン）にかかる宝栄地区ワークショップ講師謝礼の支出について
18,640

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年１月分）
1,960

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年１月分）
1,440

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年１月分）
1,160

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年１月分）
1,960

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（１月分）
400

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
80

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,570

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度地域福祉推進支援事業（地域保健・地域福祉ビジョン）にかかる地域福祉ワークショップ（今里地区）会場使用料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年１月分）
460

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,760

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年１月分）
2,760

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業（市営交通料金福祉措置）用後納郵便料金の支出について（１月分）
59,375

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
714,520

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
410

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,410

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
21,170

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成償還払の支出について（平成２４年１２月～平成２６年１月分）
502,372

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,648

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
222

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
253

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成償還払の支出について(平成２５年９月～平成２６年１月分）
271,255

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（１月分）
1,980

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（１月分）
341,430

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
43,948

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
41,998

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
25,256

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(２件分)
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
207,970

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
650

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（１月分）
48,540

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
640

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
7,490

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
3,920

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年１月分）
320
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東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年１月分）
790

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
90

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
156,570

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
860

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,260

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
16,020

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
400

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
760

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
160

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成償還払の支出について（平成２４年１１月～平成２６年１月分）
95,985

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,110

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成償還払の支出について（平成２５年１１月～平成２６年１月分）
13,625

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（１月分）
311,570

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
13,480

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,810

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
310

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年１月分）
400

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
49,544

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
11,806

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
160

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年１月分）
320

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
857

東成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
40

生野区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民交流スペース「いくみんの庭」看板・壁面装飾の作製業務の経費支出について
231,000

生野区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成25年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（1月分）
2,691

生野区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（1月分）
9,094

生野区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（1月分）
6,900

生野区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民モニターアンケート謝礼用図書カード買入の経費支出について
96,040

生野区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（１２月分）
19,340

生野区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
120,330

生野区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
19,425

生野区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
59,955

生野区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（１２月分）
300

生野区役所 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度区政会議議事録作成業務の経費支出について（安全・安心なまちづくり部会）
17,640

生野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度生野区広報紙『広報いくの』（平成25年5月号～平成26年4月号）印刷業務委託経費の支出について（平成26年2月号分）
231,000

生野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所　お客様エスコートサービス事業業務委託経費の支出について（平成26年１月分）
1,891,661

生野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課（工業統計調査）事務用コピー料金の支出について（１月分）
33

生野区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度生野区広報紙『広報いくの』（平成25年6月号～平成26年4月号）新聞折込広告業務委託費の支出について（平成26年2月号分）
314,394

生野区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度区政会議議事録作成業務の経費支出について（魅力あるまちづくり部会）
23,520

生野区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（１月分）
451,500

生野区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（１月分）
5,019

生野区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（１月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（１月分）
68,166

生野区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民モニターアンケート調査業務委託の経費支出について
315,000

生野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（１月分）
69,628

生野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話等使用料の支出について（１月分）
20,436
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生野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分総務課郵便後納料の支出について
1,820

生野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分総務課郵便後納料の支出について
1,850

生野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分総務課郵便後納料の支出について
520

生野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分総務課郵便後納料の支出について
19,080

生野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度新聞未購読世帯への生野区広報紙『広報いくの』（平成25年4月号～平成26年3月号）配付業務委託経費の支出について（平成26年2月号）
76,784

生野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙担当料金後納郵便料の支出について（１月分）
1,050

生野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙担当料金後納郵便料の支出について（１月分）
6,560

生野区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（１２月分）
21,820

生野区役所 市民協働課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（１２月分）
21,819

生野区役所 市民協働課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度市民協働型自転車利用適正化事業（JR桃谷駅・近鉄鶴橋駅周辺）経費の支出について（第３四半期分）
1,300,564

生野区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 成人の日記念のつどいにおける手話謝礼金の支出について
4,000

生野区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 成人の日記念のつどいにおける司会謝礼金の支出について
20,000

生野区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 成人の日記念のつどい会場内中継業務委託経費の支出について
206,325

生野区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
802

生野区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,176

生野区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
50

生野区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
450

生野区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
315

生野区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,400

生野区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,000

生野区役所 市民協働課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,800

生野区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（１２月分）
35,600

生野区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（１１月分）
195,000

生野区役所 市民協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（１２月分）
9,350

生野区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（１月分）
7,818

生野区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「生野区における今後の地域交通についての調査結果報告と、専門家による講演会」の講師謝礼金、及び手話通訳謝礼金の支出について
32,040

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（１月分）
14,044

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（１月分）
14,044

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（１月分）
4,520

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（１月分）
1,840

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（１月分）
3,840

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（１月分）
180

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（１月分）
1,280

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（１月分）
9,240

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（１月分）
1,520

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（１月分）
6,850

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（１月分）
4,320

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（１月分）
105

生野区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（１月分）
3,409

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年度　葬祭費の支給について（受付番号　185～200　16件）
800,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年度　葬祭費負担金（平成25年度2月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年度　出産育児一時金（平成25年度2月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２６年２月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　平成２６年２月３日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　平成２６年２月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　平成２６年２月３日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年２月５日支払分
135,985

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・退職）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年２月５日支払分
4,517

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金の繰入について（１月分）
11,655

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金の繰入について（１月分）
15,000
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生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年２月１４日支払分
10,200

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年度　葬祭費の支給について（受付番号　201～215、217　16件）
800,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年度　出産育児一時金の支給について（受付番号　81～88　8件）
1,041,882

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成25年12月～平成26年1月分）の支出について
720

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成25年12月～平成26年1月分）の支出について
460

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成25年12月～平成26年1月分）の支出について
460

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成25年12月～平成26年1月分）の支出について
3,360

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成25年12月～平成26年1月分）の支出について
300

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（一般・２月分）
1,496,487

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（退職・２月分）
42,826

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（１月分）
22,003

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(外国籍住民登録)後納郵便料金（１月分）の支出について
111,110

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（１月分）
7,910

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（１月分）
156,973

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（１月分）
14,381

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（１月分）
870,180

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（１月分）
64,705

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：保険）後納郵便料金の支出について（１月分）
285

生野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（１月分）
76,775

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
31,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
42,176

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
221,445

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育平成２５年度第４四半期２月分）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所消耗品費事業資金の支出について（通常保育平成２５年度第４四半期２月分）
120,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員児童委員費用弁償（第3四半期分）の支出について
2,425

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,826

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 大阪市立小学校及び中学校にかかる教育扶助費の支出について
121,216

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
15,150

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
5,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
21,700

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
34,945

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
287,502

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
601,310

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員児童委員費用弁償（第3四半期分）の支出について
2,425

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
139,256

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
35,410

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,487

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
9,996

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
68,650

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
20,700

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
209,170

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
31,940

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
1,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
489,002

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
54,487
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生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
241,970

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,750

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,900

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
42,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,752

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
960

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
1,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
320

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
21,070

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,722

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
49,952

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
2,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産扶助費の支出について
37,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
798,120

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
219,670

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（１２月分）
12,130

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用消耗品の購入経費の支出について
69,300

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
150,150

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
265,570

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
15,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
156,767

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,814

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
16,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
38,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,374

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
81,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
16,150

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,614

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
27,510

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
169,846

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
22,646

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
9,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,930

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
415,940

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
208,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（健康増進）小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
11,590

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　被保護者にかかる住宅維持費の支出について
37,300

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
72,374

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（長期入院特別料金分）の支出について
126,380

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
15,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
4,520

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）市内出張交通費等の支出について（１０～１２月分）
1,700

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成25年度第4回生野区地域自立支援協議会における講演会の開催経費の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 障がい者地域自立支援協議会にかかるガイドヘルパー派遣経費の支出について
8,750
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生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　筆耕翻訳料 障害者自立支援協議会にかかる手話通訳者派遣経費の支出について（第４回）
13,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
718,734

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
34,999

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
43,826

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
16,110

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
35,844

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,690

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
232,270

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
45,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
4,560

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
96,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
700

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 大阪市立小学校及び中学校にかかる教育扶助費の支出について
241,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
26,910

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
26,350

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
15,820

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
231,445

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
231,470

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）市内出張交通費等の支出について（１０～１２月分）
920

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
11,448

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
278,960

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度ＢＣＧ予防接種報償金の支出について（１月分）
97,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２５年度１月分　歯科健康相談報償金の支払いについて
61,140

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
636

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２５年度１月分・乳幼児健診等報償金の支払について
366,410

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,765

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 ステップアップ講座実施経費の支出について
8,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,900

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
11,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
32,349

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
467,248

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
39,725

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
221,620

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,175

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
51,550

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
54,850

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
21,970

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
5,047

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
54,487

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
60,480
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生野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
30,323

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
46,040

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
169,611

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
54,487

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
43,826

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
45,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
570,050

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
270,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
57,001

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
94,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
23,325

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費３月分の支出について
56,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費３月分の支出について
28,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費３月分の支出について
600,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費３月分の支出について
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費３月分の支出について
1,200,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
193,820

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
21,709

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
35,430

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,378

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,270

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
113,295

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（非指定医療機関診療費）の支出について
5,010

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
38,850

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（食事療養費）の支出について
14,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
25,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
255,770

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,626

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,891

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
216,804

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所賄材料費の支出について（平成２６年２月分）
1,685,697

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,093

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
8,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
819

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
19,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
38,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
48,150

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
219,670

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
216,370

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
207,970

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（１月分）
11,106

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について（２月分）
2,169,070

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費の支出について（２月分）
449,708
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生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
30,820

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
136,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
25,911

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 大阪市立小学校及び中学校にかかる教育扶助費の支出について
1,459,583

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
1,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
11,990

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
3,623

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
221,470

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（２月分）
135,123

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（２月分）
69,520

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成（２月分）の支出について
149,998

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
2,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（１月分）の支出について
740

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（１月分）の支出について
3,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（1月分）
5,150

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（1月分）
4,850

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（1月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成26年1月分後納料金の支出について
1,693,370

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成26年1月分後納郵便料金の支出について（受取人払分）
54,625

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（１月分）の支出について
640

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（１月分）
49,740

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（１月分）の支出について
773,272

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（１月分）の支出について
134,560

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
45,936

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
47,905

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
94,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
5,814

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
14,140

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
172,894

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
20,567

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
12,590

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（１月分）の支出について
1,380

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（１月分）の支出について
160

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（１月分）の支出について
1,440

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（１月分）の支出について
180

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（１月分）の支出について
10,630

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室・生活技能訓練事業講師謝礼(１２月分)
20,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室・生活訓練事業講師謝礼の支出について(１月分)
10,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談事業講師謝礼の支出について（１２月分）
9,620

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談事業講師謝礼の支出について(１月分)
18,700

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（１月分）の支出について
3,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（１月分）の支出について
6,110

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（1月分）
10,237

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成26年1月分後納料金の支出について
53,416

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成26年1月分後納料金の支出について
17,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（１月分）の支出について
320

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
1,010,150

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（１月分）の支出について
20,995
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生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成26年1月分後納料金の支出について
25,240

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１月分）
11,916

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
125,670

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１月分）
2,979

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
18,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
560

生野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,250

旭区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自助・共助を基本とする地域災害対策体制の確立用防災用、電子地図購入経費の支出について
15,435

旭区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自助・共助を基本とする地域災害対策体制の確立用、区災害対策本部用文具類購入経費の支出について
13,088

旭区役所 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務委託経費の支出について（平成２６年２月号）
123,375

旭区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成２５年４月分～１２月分）の支出について
36,930

旭区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 旭区役所庁内情報利用パソコンの修理にかかる支出について
51,744

旭区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛生携帯電話通信料金にかかる支出について（平成２５年１２月分）
60,000

旭区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（にぎわい創出担当　平成２５年９月～１２月分）の支出について
6,580

旭区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２６年１月分）
11,922

旭区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２６年１月分）
44,835

旭区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
300

旭区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務請負経費の支出について（平成２６年２月号）
198,891

旭区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　総務課後納郵便料の支出について
2,400

旭区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　総務課後納郵便料の支出について
1,660

旭区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,400

旭区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
80

旭区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　総務課後納郵便料の支出について
5,870

旭区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,400

旭区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 日章旗（日の丸）他４点の消耗品購入にかかる支出について
34,335

旭区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所 2階第10会議室扉新設他にかかる支出について
220,631

旭区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（２６年１月分）
156,975

旭区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務にかかる支出について（平成２６年１月分）
35,700

旭区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館　清掃業務委託にかかる支出について（平成２６年１月分）
405,300

旭区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 机等物品の運搬作業および運搬車両にかかる委託業務の支出について
27,300

旭区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２６年１月分事務費）
720

旭区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２６年１月分常時啓発費）
6,300

旭区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成２６年２月号）
236,446

旭区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 旭区役所保健福祉センター分館２階多目的室用エアコン購入にかかる支出について
191,730

旭区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品　手指消毒液等の購入にかかる支出について
111,179

旭区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 風通しの良い職場づくり用書籍の購入経費にかかる支出について
13,295

旭区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（旭区役所）長期借入にかかる支出について（平成２６年１月分）
79,894

旭区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（１２月分）
13,964

旭区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（１月分）
6,260

旭区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（１月分）
34,713

旭区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健衛生コピー代の支出について（１２月分）
13,844

旭区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務コピー代の支出について（１月分）
14,631

旭区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（１２月分）
34,177

旭区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健衛生コピー代の支出について（１月分）
11,607

旭区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務コピー代の支出について（１２月分）
15,150

旭区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所 ２階 中央東側防火シャッター開閉不良補修他にかかる支出について
225,750

旭区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 電子レジスター保守点検業務（８～１１月分）の支払いについて
18,515

旭区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旭区災害対策職員住宅に係る賃料の支出について（平成２６年３月分）
85,200
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旭区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年１２月分ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,830

旭区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分専用回線電話代の支出について
36,625

旭区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念のつどい用消耗品代の支出について
49,980

旭区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　人権週間記念事業及び青少年育成推進事業業務委託料の支出について
200,000

旭区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　人権週間記念事業及び青少年育成推進事業業務委託料の支出について
478,750

旭区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 旭区商店街まつりに係る分担金の支出について
290,000

旭区役所 市民協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区成人の日記念のつどい記念冊子印刷製本費の支出について
14,000

旭区役所 市民協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 成人の日記念のつどい実施にかかる舞台管理業務委託料の支出について
100,800

旭区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
80

旭区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
80

旭区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
800

旭区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
600

旭区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生涯学習推進事業用チラシ・ポスター作成経費の支出について
45,150

旭区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（１月分）
77,790

旭区役所 市民協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業（地域連携支援）にかかる講師謝礼金（１・２月分）の支出について
30,000

旭区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 旭区魅力発信事業（旭区まち歩きイベント）にかかる郵便料（平成２６年１月分）
560

旭区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり関係経費にかかる郵便料（平成２６年１月分）
90

旭区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１月分）
880

旭区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１月分）
240

旭区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 旭区魅力発信事業（地域史を活用した講座等）にかかる郵便料（平成２６年１月分）
220

旭区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 旭区魅力発信事業（あさひ、だいすき♪『旭区検定』）にかかる郵便料（平成２６年１月分）
20,440

旭区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１月分）
4,680

旭区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（１月分）
7,602

旭区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（１月分）
44,240

旭区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　放課後おさらい教室報償金の支出について（1月分）
79,280

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分　葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年2月分　出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（２月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（２月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
754,357

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
14,306

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国保等システム用プリンタトナー購入経費の支出について
28,455

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保等システム用プリンタトナー購入経費の支出について
284,550

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
129,455

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国保等システム用プリンタトナー購入経費の支出について
28,455

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分　葬祭費負担金の支出について
500,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度２月分　出産育児一時金の支出について
100,087

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　住民情報業務後納郵送料
79,930

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　住民情報業務後納郵送料
560

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（１月分）の支出について
150

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（１月分）の支出について
1,200

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
17,258

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について
7,210

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について
63,440

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について
427,023

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費支出について（２月執行分）
661,501

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について
61,408

旭区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について
130,070
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旭区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
30,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
3,885

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）２月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２５年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）２月分の支出について
120,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
158,743

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
54,487

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
1,125,512

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
198,255

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
56,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
58,850

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
371,224

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
130,425

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
184,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当２月支給分の資金前渡の支出について
100,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
116,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
63,640

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内端末プリンタートナー購入費の支出について
630

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平成２５年度民生委員一斉改選にかかる印刷製本費の支出について
37,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 民生委員・児童委員および主任児童委員改選にかかる準備会会場使用料
2,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 庁内端末プリンタートナー購入費の支出について
1,535

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
1,930,145

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 庁内端末プリンタートナー購入費の支出について
9,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 庁内端末プリンタートナー購入費の支出について
1,120

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成25年度　建物賃貸借料(あさひあったかきち)の支払について
70,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
97,080

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
72,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
38,180

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
21,880

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
45,217

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
229,813

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成26年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について
8,216

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 公用車法定定期点検（車検）整備業務にかかる支出について
52,369

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 平成26年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について
2,620

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成26年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について
600

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 旭区災害時避難所車椅子対応災害用簡易組み立てトイレ買入にかかる支払いについて
2,142,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
78,589

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
150,718

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
19,950

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
356,193

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
73,350

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
152,090

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について
1,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度１２月～１月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
72,810

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について
940

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について
2,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉センター事業用分館パソコンの購入にかかる支出について
94,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
13,750
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旭区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
16,359

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
185,268

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座（いきいき百歳体操交流会　平成26年1月17日）にかかる講師料の支出について
13,360

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「あさひあったかまちづくり計画をすすめよう会」しょうがい児・者班会議の手話通訳料の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
44,795

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
78,589

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
95,275

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
28,730

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出　　３月分
20,458,935

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出　　３月分
10,300,660

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出　　３月分
331,730

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
242,682

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出　　３月分
70,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出　　３月分
1,030,930

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
1,867,170

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,740

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２５年度市立保育所賄材料費（２月分）の支出について
2,251,462

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
83,955

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
880

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,200

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
160

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,086,129

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
21,700

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
8,510

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,040

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
52,840

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
527,810

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,180

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
330

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
23,620

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
46,196

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
240

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
240

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,200

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,460

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
960

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
13,660

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,110

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,320

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業、生活技能訓練事業　における講師料の支出について（１月分）
28,720

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月25日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について
410,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
809,102
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旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
985,725

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
500,394

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
49,038

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
54,487

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
793,960

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
318,921

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
22,880

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
53,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
427,303

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
604,397

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
312,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
268,071

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
835,195

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
222,994

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
97,579

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１月分）
1,126

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１月分）
16,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉用事務用品購入にかかる支出について
6

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉用事務用品購入にかかる支出について
19,990

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
490

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム端末プリンター用トナー及び国保端末プリンタートナー購入にかかる支出について
9,075

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム端末プリンター用トナー及び国保端末プリンタートナー購入にかかる支出について
16,540

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１月分の支払いについて
800

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１月分の支払いについて
2,320

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉用事務用品購入にかかる支出について
2,514

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１２月分）
7,023

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１月分）
2,513

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１２月分）
10,380

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１月分）
442

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
35,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉用事務用品購入にかかる支出について
14,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１月分の支払いについて
240

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１月分の支払いについて
640

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１月分の支払いについて
359,092

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１月分の支払いについて
77,620

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
1,722

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助の支出について
79,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
1,580

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
6,830

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
320

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
240

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
280

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
80

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
560

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
160

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
13,900
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旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
2,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム端末プリンター用トナー及び国保端末プリンタートナー購入にかかる支出について
49,610

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム端末プリンター用トナー及び国保端末プリンタートナー購入にかかる支出について
12,975

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉用事務用品購入にかかる支出について
1,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
240

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託の支出について（１月分）
559,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉用事務用品購入にかかる支出について
16,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年1月分　乳幼児健康診査等医師等報償金の支出について
311,570

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料金の支出について
14,475

旭区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座の物品購入にかかる支出について
39,060

城東区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度 城東区広報紙「ふれあい城東」新聞折込広告業務委託（平成26年1月号）にかかる経費支出について（概算契約）
416,225

城東区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉（保健）出張旅費（１１月～１２月分）の支出について
940

城東区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費（１２月分）の支払いについて
13,992

城東区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度 区における生涯学習事業用マイクスタンドの購入及び同経費の支出について（下半期）
3,255

城東区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 年賀状コンテスト用 ＯＡ賞状用紙 外１点の購入について
2,583

城東区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度 区における生涯学習事業用事務用品の購入及び同経費の支出について（下半期）
97,534

城東区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　輪転機用インク及びマスターロールにかかる消耗品費の支出について
73,920

城東区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　新聞未購読世帯への大阪市城東区広報紙「ふれあい城東10月号」配付業務委託費の支出について
157,414

城東区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　新聞未購読世帯への大阪市城東区広報紙「ふれあい城東１１月号」配付業務委託費の支出について
157,900

城東区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　新聞未購読世帯への大阪市城東区広報紙「ふれあい城東１２月号」配付業務委託費の支出について
159,424

城東区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成25年度 学校体育施設開放事業用石灰（ラインパウダー）の購入及び同経費の支出について（下半期）
57,960

城東区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成25年度 学校体育施設開放事業用にがりの購入及び同経費の支出について（下半期）
69,300

城東区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成25年度 学校体育施設開放事業用輪転機用インクの購入及び同経費の支出について（下半期）
3,097

城東区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払いについて(１２月分)
5,250

城東区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区役所一般事務用　市内出張交通費（市民協働課１２月分）の支出について
9,090

城東区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 視覚障害者用パソコンにかかる文書読み取り用スキャナーの買入にかかる同経費の支出について
8,610

城東区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設電気使用料（１月分）
182,119

城東区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳業務にかかる同経費の支出について
20,580

城東区役所 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区役所一般事務用　市内出張交通費（住民情報１２月分）の支出について
5,860

城東区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ファンコイルユニット簡易取付工事にかかる支出について
24,150

城東区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度 大阪市城東区広報紙「ふれあい城東」企画・編集業務(平成26年2月号）にかかる経費支出について
131,250

城東区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 住宅・土地統計調査調査員への報償金の支払いについて
4,628

城東区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　電話機ほか１５点の購入にかかる支出について
182,070

城東区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度 城東区広報紙「ふれあい城東」(平成26年2月号）にかかる経費支出について概算印刷
282,240

城東区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災対住宅用　ＮＴＴ西日本電話基本料等（２月分）の支払いについて
2,953

城東区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設ガス使用料（１月分）
1,992

城東区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 仮設倉庫電気使用料（１月分）の支払いについて
611

城東区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度遠隔手話窓口事業にかかる１月分通信費の支出について
7,254

城東区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式　借入(平成２０年度調達分、再リース)にかかる契約について
4,788

城東区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ゴム印６点の購入にかかる消耗品費の支出について
2,895

城東区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用　ワイヤレスネットワーク回線通信料の支出について
12,364

城東区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(１月分)の支出について（区民モニター料金受取人払分及び工業統計分含む）
59,470

城東区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(１月分)の支出について（区民モニター料金受取人払分及び工業統計分含む）
80

城東区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（１月分）の支出について
1,000

城東区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（１月分）の支出について
6,890

城東区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅賃貸借にかかる家賃の支払い（平成２６年３月分）
87,000

城東区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成25年度 城東区旅客自動車運行にかかる経費支出について（平成26年1月分）
230,362

城東区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度 生涯学習ルーム事業 講師謝礼金の支出について（平成26年1月分）
80,000
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城東区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援出張旅費（１月分）の支出について
1,100

城東区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当出張旅費（１０～１月分）の支出について
6,480

城東区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成26年1月分）
74,290

城東区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成26年1月分）
3,040

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度 発達障がいサポート事業　ボランティア謝礼の支出について（平成26年1月分）
86,546

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金(１月分)の支出について
89,218

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
14,575

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
900

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター仮施設・老人福祉センター水道使用料の支出について（２月分）
7,114

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 城東区民ホールのトイレへの手すりの設置にかかる支出について
73,000

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＮＴＴ西日本電話使用料（２月分）の支払いについて
20,499

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
16,800

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　区役所庁舎から排出する産業廃棄物の処分について(１月分)
3,360

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所庁舎及び城東区保健福祉センター分館庁舎清掃業務委託の支払いについて（１月分）
468,912

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センター仮施設の警備委託業務について(１月分)
14,175

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について（１月分）
9,240

城東区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館仮庁舎　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入(１月分)
13,650

城東区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市立城東区民ホール施設管理業務代行料の支出について（第３四半期１０月～１２月）
6,251,069

城東区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度「花と緑のまちづくり推進」事業用消耗品（エプロン）の購入にかかる経費の支出について
59,640

城東区役所 市民協働課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（１月分）
723

城東区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の物品購入にかかる支出について（非常用水電池セット）
145,299

城東区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の物品購入にかかる支出について（携帯トイレ）
292,320

城東区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念のつどい開催にかかる消耗品（贈呈用花束・舞台用盛り花）の購入経費の支出について
42,945

城東区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度「花と緑のまちづくり推進」事業用消耗品（ゴーヤ種、土、園芸器具等）の購入経費の支出について
62,391

城東区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「城東区成人の日記念のつどい」手話通訳業務契約に係る経費の支出について
13,200

城東区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯活動支援及び防犯対策事業の物品購入にかかる支出について（自転車前かご用ひったくり防止カバー）
1,096,200

城東区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当　後納郵便料の支出について（２６年１月）
12,140

城東区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区における人権啓発推進事業「城東区人権啓発推進事業」支援業務委託料の支出について
2,375,000

城東区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵送料（戦没者遺族援護関係業務）
320

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について（平成２６年２月分）
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について（平成２６年２月分）
1,400,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（２月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（２月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用ゴム印の購入について
19,866

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
761,720

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 住民情報事務用レジスター用店名ロゴの買入にかかる同経費の支出について
7,350

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（２月１４日支払い分）
534,081

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（退職）（２月１４日支払い分）
112,474

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用品（朱肉、外２７点）の購入にかかる支出について
56,608

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用高額療養費の支出について（平成２６年２月１７日支払分）
83,838

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について（２月２１日支払予定）
300,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について（２月２１日支払予定）
670,220

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
205,899

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用品（付箋、外３７点）の購入について
65,980

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用品（テープのり、外５点）の購入について
7,329

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用品（バインダー）の購入について
19,950

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）使用にかかるコピー代金（26.1月分）の支出について
13,005

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 住民情報事務用間仕切り板加工にかかる同経費の支出について
65,625
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城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（1月分）の支出について
48,280

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（１月分）の支出について
42,300

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（1月分）の支出について
33,580

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）１月分コピー代の支出について
2,030

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１月分後納郵便料の支出について
3,585

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（１月分）の支出について
3,760

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用プリンタトナーの購入について
15,960

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）１月分コピー代の支出について
14,202

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１月分後納郵便料の支出について
157,252

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１月分後納郵便料の支出について
674,144

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（２月２８日支払い分）
936,564

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）１月分コピー代の支出について
4,057

城東区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１月分後納郵便料の支出について
265,078

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
272,268

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代等）の支出について
198,283

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について
120,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成25年度子ども家庭支援員活動費の支出について（10～12月分）
15,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年１月支給決定分
349,064

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年1月6日～20日分）
1,670

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年1月6日～20日分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年1月6日～20日分）
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年1月6日～20日分）
11,700

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年1月6日～20日分）
450

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年1月6日～20日分）
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年1月6日～20日分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
204,022

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
636,025

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年1月6日～20日分）
5,475

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年１月支給決定分
960

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年1月6日～20日分）
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費　平成２６年１月支給決定分
112,360

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代等）の支出について
419,508

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費　平成２６年１月支給決定分
744,804

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２６年１月支給決定分
30,369

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
1,580

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
83,735

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
1,580

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,803,074

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
14,455

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
15,238

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
783,823

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（平成２６年１月分）
97,080

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年１月分　乳幼児健康診査等事業の報償金の支出について
603,740

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員費用弁償の支出について
4,680

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について（1月分）
9,140

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
168,995

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修費等）の支出について
25,922
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城東区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代等）の支出について
322,772

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年２月支給決定分
350,723

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月24日～1月31日分）
1,814

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月24日～1月31日分）
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月24日～1月31日分）
4,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月24日～1月31日分）
2,908

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年２月支給決定分
18,194

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月24日～1月31日分）
1,696

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,117,940

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
13,800

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
13,800

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
804,153

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用　リストバンドの支払いについて
273,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成　平成２６年２月支給決定分
735,476

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２６年２月支給決定分
144,746

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成26年3月分)
43,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
105,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成26年3月分)
20,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
792,457

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成26年3月分)
500,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修費）の支出について
4,600

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成26年3月分)
500,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成26年3月分)
2,500,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費　平成２６年２月支給決定分
28,640

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
114,100

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
615,460

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２５年度地域精神保健福祉普及啓発事業にかかる講師謝礼金支出について
22,800

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業および社会復帰相談指導事業にかかる講師謝礼金支出について（１月分）
47,020

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
2,886

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
1,320

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年２月分保育所賄材料費の支出について
3,500,423

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,903,412

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
1,153,958

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２６年２月支給決定分
71,087

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー代（平成２６年１月分）の支出について
10,651

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（26年1月分）
14,262

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年1月分）
3,600

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年1月分）
720

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（26年1月分）
7,500

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（26年1月分）
5,793

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年1月分）
1,719,110

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年1月分）
71,200

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（26年1月分）
1,946

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№18）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年1月分）
1,710

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金(平成26年1月分)の支出について
37,062

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の支出について(平成26年1月分)
78,735
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城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の支出について(平成26年1月分)
386,886

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
4,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
4,740

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
160

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
800

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
12,500

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）受取人払い郵便料の支出について（平成26年1月分）
84,740

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
240

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
13,370

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年1月分）
23,880

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
560

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年1月分）
16,520

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年1月分）
4,540

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の業務委託契約にかかる支払いについて（平成２６年１月分）
1,046,850

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（26年1月分）
3,260

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（26年1月分）
5,775

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年1月分）
27,320

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
36,065

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
920

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便（１月分）
60,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険関係事務用にかかるコピー代（１月分）の支出について
6,399

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便（１月分）
53,805

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健活動）事務用コピー代（平成２６年１月分）の支出について
9,278

城東区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（１月分）の支出について
800

鶴見区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代金（12月分）の支出について
46,992

鶴見区役所 総務課 平成26年02月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 鶴見区福祉バス運行事業用運行業務委託料（12月分）の支出について
582,750

鶴見区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外３課７月分から１月分）
27,440

鶴見区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民アンケート事業用アンケート集計請負業務費の支出について（第２回目／全４回））
170,100

鶴見区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年４月号～平成26年３月号）新聞未購読世帯への配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（1月号分）
85,945

鶴見区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年５月号～平成26年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（2月号分）
73,500

鶴見区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成25年工業統計調査にかかる市内出張交通費（11月分）の支出について
540

鶴見区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成25年住宅・土地統計調査にかかる市内出張交通費（8、11月分）の支出について
810

鶴見区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,952

鶴見区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民アンケート事業用ネームランドシール外２３点購入経費の支出について
40,935

鶴見区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用意見募集にかかるファックス回線使用料の支出について（１月分）
1,046

鶴見区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 鶴見区災害対策用職員住宅にかかる不動産賃借料の支出について（3月分）
140,000

鶴見区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年５月号～平成26年４月号）概算印刷にかかる支出について（2月号分）
204,624

鶴見区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入経費の支出について（１月分）
9,240

鶴見区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用携帯電話使用料（１月分）の支出について
7,220

鶴見区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 鶴見区福祉バス運行事業用運行業務委託料（１月分）の支出について
582,750

鶴見区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年５月号～平成26年４月号）新聞折込広告業務委託（概算契約）の経費支出について（２月号分）
240,245

鶴見区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外３課11月分から１月分）
14,670

鶴見区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処分業務委託経費（臨時分その３）の支出について
106,600

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 鶴見区災害対策用職員住宅にかかる電話料金の支出について（２月分）
2,890

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代金（１月分）の支出について
51,275

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用コピー代金（１月分）の支出について
2,707

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用トナーカートリッジの購入について
276,990

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
12,800
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鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用（総務事務用）後納郵便料（１月分）の支出について
4,590

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
244,410

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用庁内回線電話使用料の支出について（２月分）
20,436

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処分業務委託経費（１月分）の支出について
7,712

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所自転車案内及び誘導業務委託について（その２、１月分）
106,050

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用窓口案内員派遣業務委託経費の支出について（1月分）
158,790

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（1月分）
351,662

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１月分）
7,087

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内パソコン等一式長期借入経費の支出について（1月分）
14,595

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用端末（視覚障がい者用）の借入について（1月分）
1,491

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（１月分）
80

鶴見区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（１月分）
6,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「こども１１０番の家」事業にかかる旗の作成について
168,630

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度「鶴見区成人の日記念のつどい」におけるお茶席用抹茶購入にかかる経費支出について
5,775

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」における大看板の作成について
4,320

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　鶴見区生涯学習推進員パソコン研修会における講師謝礼金の支出について
17,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度「鶴見区成人の日記念のつどい」における式典用舞台盛花購入にかかる経費の支出について
19,500

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度文化の薫り高いまちづくり事業「親子で楽しむコンサート」における企画運営演奏業務委託について
30,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」におけるポスターの作成について
27,300

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度区民レクリエーション事業における鶴見区民グラウンドゴルフ大会スポーツ用品の購入について
26,334

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区震災訓練「つるみんピック」開催に係る保険の契約及び同保険料の支出について
5,700

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　鶴見区指導者養成講座にかかる講師謝礼金の支出について
12,940

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度「鶴見区成人の日記念のつどい」お茶席コーナー開催にかかる講師謝礼金の支出について
18,100

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動支援事業にかかる花飾り用花苗の購入について
9,576

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」における消耗品購入について
34,608

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 環境にやさしいまちづくり事業における「環境フォーラムin榎本小学校」開催にかかる講師交通費の支出について
19,280

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 環境にやさしいまちづくり事業における鶴見環境シンポジウム２０１３開催にかかる講師謝礼の支出について
100,080

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課（地域活動支援）コピー代の支出について（平成26年1月分）
25,985

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　焼野小学校区教育協議会ーはぐくみネットー事業にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」における書道パフォーマンス用消耗品の購入について
26,355

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（1月分）にかかる報償金の支出について
33,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　鶴見区生涯学習推進員パソコン研修会における講師謝礼金の支出について
34,400

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代金の支出について（平成26年1月分）
17,366

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 鶴見区生涯学習ルームフェスティバル参加者にかかるレクリエーション保険の加入について
1,500

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度区民レクリエーション事業における鶴見区民バレーボール大会の審判員謝礼金の支出について
50,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２５年度区民レクリエーション事業における鶴見区民ファミリースキー教室におけるゼッケンクリーニングの支出について
1,920

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全・安心フェスタに係る消耗品の購入及び同経費の支出について
195,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区震災訓練「つるみんピック」開催に係る消耗品の購入及び同経費の支出について
58,699

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習だより作成にかかる色上質紙の購入について
25,987

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業「鶴見区おもてなし茶会」開催にかかる消耗品の購入について
35,709

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「第１７回鶴見区生涯学習ルームフェスティバル」ポスター・チラシの作成について
20,475

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全対策業務に係るリーフレットの印刷及び同経費の支出について
12,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民協働事務用後納郵便(生涯)の支出について(1月分)
1,120

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課事務用後納郵便料の支出について（１月分）
7,820

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（環境にやさしいまちづくり事業）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
320

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（防災・防犯）事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
8,310

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全パトロール業務に係る携帯電話使用料金の支出について（平成26年1月分）
6,607

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成26年２月分）の支出について
150,000
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鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
700,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成26年２月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の２月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の２月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用文具類等購入経費の支出について
7,728

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入にかかる経費の支出について（１月分）
5,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる装具・食事差額等療養費の支出について
496,040

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる装具・食事差額等療養費の支出について
21,557

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる装具・食事差額等療養費の支出について
503,916

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる装具・食事差額等療養費の支出について
31,146

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について(平成26年2月21日支払）
276,158

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分）
5,520

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分）
72,541

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分）
40,968

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分）
421,135

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分）
123,384

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分）
66,226

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
460

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（１月分）
5,926

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（１月分）
4,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用コピー代金（１月分）の支出について
10,505

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（１月分）
88,780

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（１月分）
1,440

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 書類搬送用ベルトコンベアー設備撤去等工事にかかる経費の支出について
102,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 食育＆健康フェスタ等各種保健事業に係る消耗品購入経費の支出について
109,467

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育＆健康フェスタ等各種保健事業に係る消耗品購入経費の支出について
47,687

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 食育＆健康フェスタ等各種保健事業に係る消耗品購入経費の支出について
3,265

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育2月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 食育＆健康フェスタ等各種保健事業に係る消耗品購入経費の支出について
7,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育2月分）の支出について
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康づくり展げる講座にかかる消耗品購入経費の支出について
3,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
134,621

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
141,110

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
116,184

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
59,550

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
6,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
240,058

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
10,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
16,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
64,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
72,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
17,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
36,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１月分）
518,679

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
120,082

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２６年２月）の支出について
674,449
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費(平成２６年２月）の支出について
8,942

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１０月申請分）
269,325

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（１月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業におけるサポーターの活動保険の支出について
1,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第３四半期分）
91,050

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
100,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１月分）
104,135

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
11,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
56,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第３四半期分）
87,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
176,851

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 食育＆健康フェスタに係る消耗品購入経費の支出について
47,082

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
21,650

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
7,104

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
190,220

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
115,875

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
103,017

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１１月申請分）
270,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
73,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年１２月～２６年１月分）
151,816

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年１２～２６年１月分）
43,748

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
2,730

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
2,783

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
166,730

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる検査料の支出について
3,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
207,970

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
2,944

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
556

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
1,744

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
4,589

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
3,792

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
2,860

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２６年２月）の支出について
331,590

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費(平成２６年２月）の支出について
224,967

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年１２月～２６年１月分）
170,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
6,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
46,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
880,210

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（10月～11月分）
2,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（１月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（１月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（１月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 児童虐待防止啓発活動用物品（クリアファイル）の購入経費の支出について
151,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
73,910

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
43,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費(平成26年2月17日）の支出について
102,671

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費(平成26年2月17日）の支出について
21,720
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２５年度１月分)
339,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
111,034

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
16,686

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
171,412

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
16,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業、家族教室事業の講師報償金（１２月分）の支出について
18,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 色上質紙の購入経費の支出について
85,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護用市内出張交通費等の支出について（平成２６年１月分）
4,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１～２月分）
28,822

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１月分）
26,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
93,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
1,134

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
8,110

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
40,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
201,556

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
381,390

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費2月分の支出について
1,976,379

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業におけるサポーターの活動保険の支出について
1,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
252,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
310

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 ３月分生活保護費の支出について
10,144,003

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 ３月分生活保護費の支出について
4,633,286

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ３月分生活保護費の支出について
163,670

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 ３月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 ３月分生活保護費の支出について
515,030

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（１月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
4,995

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
15,141

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
175,109

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
132,417

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１月分）
23,727

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年１２月分～２６年２月分）
45,258

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費の支出について（平成２５年１１月分～２６年１月分）
1,184,686

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（１月分）の支出について
2,020

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（１月分）の支出について
1,408

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）事務用にかかる出張旅費の支出について（１月）
840

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用トナー購入経費の支出について
30,396

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用トナー購入経費の支出について
124,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
20,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
1,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
4,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用トナー購入経費の支出について
42,210

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）事務用にかかる出張旅費の支出について（１月）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用１月分コピー料金の支出について
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用１月分コピー料金の支出について
2,000



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
117,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
70,930

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
42,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
222,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用１月分コピー料金の支出について
1,007

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修の支出について
22,969

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
1,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
65,404

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用１月分コピー料金の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用１月分コピー料金の支出について
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用１月分コピー料金の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用１月分コピー料金の支出について
1,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１１・１月分）
650

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
66,840

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
45,760

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（２月～３月分）
24,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
73,980

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
5,705

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
234,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
2,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
870

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
27,380

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
2,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金（受取人払）郵便料（１月分）の支出について
43,045

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
80

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
3,220

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
1,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
733,935

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
1,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
240

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
240

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
1,040

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１１月申請分）
270,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる文房具等の購入経費の支出について（ボールペン替芯　外20件）
160,965

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる文房具等の購入経費の支出について（ボールペン替芯　外20件）
112,992

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 １月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
246,462

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 １月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
37,915

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１～２月分）
23,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
101,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成平成２６年１月分）
11,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成平成２６年１月分）
87,815

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるオムツ代の支出について（平成２６年１月分）
2,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費の支出について（平成２６年１月）
8,547

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費の支出について（３学期分）
9,041
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
14,962

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
29,050

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２６年１月分）
97,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１月分）の支出について
80

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業、家族教室事業の講師報償金（１月分）の支出について
18,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業、グループワークの講師報償金（１月分）の支出について
26,660

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１月分）の支出について
3,830

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
179,225

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１月分）の支出について
1,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
6,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
6,180

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
32,740

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
4,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
2,040

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２５年度１月分)
312,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１月分）の支出について
33,360

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
3,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
420

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
42,742

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料（受取人払分）の支出について（１月分）
6,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
16,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料（受取人払分）の支出について（１月分）
4,490

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
480

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
240

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
940

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
9,900

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用不用物品収集運搬・処分に関する経費の支出について
472,500

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年住宅・土地統計調査にかかる統計調査調査員報償金（追給分）の支出について
5,280

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（１月分）
14,120

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（１月分）
600

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（１月分）
840,626

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（１月分）
10,500

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる費用の支出について（１月分）
367,500

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（１月分）
9,240

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
280,350

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
15,183

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,389

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
23,660

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（１月分）
26,680

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用害虫駆除にかかる費用の支出について
36,750

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査調査員報償金の支出について
254,270

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（１月分）
64,975

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（１月分）
50,307

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（１月分）
25,400

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（１月分）
422,973

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（平成26年３月分）
168,000

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用消耗品の購入に係る経費の支出について
76,899
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阿倍野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
20,499

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（１月分）
189,980

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度総務課区政改革担当用後納郵便料の支出について（１月分）
2,660

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務用）
640

阿倍野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務用）
6,750

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分1回目）
2,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
20,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分1回目）
11,655

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 こども１１０番の家事業用 旗等の購入にかかる経費の支出について
330,855

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用クリアファイルの購入にかかる経費の支出について
98,700

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用（あべの文化祭・人材バンク）消耗品購入経費の支出について
60,900

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度阿倍野区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（1月分）
205,616

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度阿倍野区広報紙企画編集及び印刷業務経費の支出について（平成26年2月号）
252,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度阿倍野区広報紙新聞折込広告業務にかかる経費の支出について（平成26年2月号）
265,149

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務にかかる経費の支出について（平成２６年２月）
50,979

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度阿倍野区広報紙企画編集及び印刷業務経費の支出について（平成26年2月号）
105,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（１月分）
2,898

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（２月分）電気料金の支出について
6,843

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（１月分）水道料金の支出について
577

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（１月分）水道料金の支出について
997

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全安心まちづくり用電話料金の支出について（平成26年１月分）
11,635

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 「大阪市阿倍野区福祉巡回車両」運行事業にかかる業務委託料（１月分）の支出について
451,639

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支払いについて（平成２６年１月分）
30,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１月分）
270

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 若者が担うまちづくり推進事業外２事業にかかる後納郵便料（１月分）の支出について
2,500

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１月分）
28,680

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 若者が担うまちづくり推進事業外２事業にかかる後納郵便料（１月分）の支出について
1,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１月分）
5,170

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外３事業にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
570

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外３事業にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
640

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１月）
7,790

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外３事業にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
200

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１月分）
1,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１月分）
500

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 若者が担うまちづくり推進事業外２事業にかかる後納郵便料（１月分）の支出について
240

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外３事業にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
80

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年１２月分）
6,500

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年１２月分）
108,200

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年１２月分）
26,064

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２６年２月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２６年２月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる2月分歳出還付資金（一般分）の資金前渡の支出について
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる２月分歳出還付資金（退職被保険者等還付金分）の資金前渡の支出について
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月03日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年１２月分）
86,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月03日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年１２月分）
52,200

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年１月分）
24,500

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年１月分）
30,240

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 転入者への情報配布用エコバックの購入にかかる支出について
311,850
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阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年１月分）
313,858

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（歳出還付金）
94,855

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年２月分）
300,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２６年２月分）
459,820

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度区民サービス課（戸籍）事務用官製はがきの購入費の支出について
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（平成２６年１月分）の支出について
460

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年２月分）
66,774

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年２月分）
298,956

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年２月分）
300,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について
111,546

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民サービス課（住民情報グループ）書類搬送設備保守点検業務経費の支出について（平成25年度第3回目）
26,670

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
6,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
97,700

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 区民サービス課（保険年金）順番表示システム機器使用料の支出について（1月分）
12,180

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
45,550

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
335,805

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 順番表示システム機器の賃貸借業務の実施と同経費の支出について（1月分リース料）
12,180

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
53,083

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
132,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年１２月分）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年１２月分）
1,870

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年１２月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年１２月分）
500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１月分）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護の契約更新にかかる住宅扶助費の支出について（平成26年1月分）
13,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１月分）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
17,955

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
8,170

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１月分）
1,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助の支出について（平成２６年１月分）
3,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２６年２月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年１２月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年１２月分）
706

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品の資金前渡金支出について（平成２６年２月分通常保育用）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２６年２月分通常保育用）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度ピアカウンセリング（１月分）の講師謝礼の支出について
8,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助の支出について（平成２６年１月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年1月分）
20,383

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１月分）
18,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年1月分）
55,593

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（平成25年12月分）
37,408

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成26年1月分）
9,471

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
12,820

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１月分）
10,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分））
25,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
21,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
3,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１月分）
223,655
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支払いについて（平成２５年１０月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品の購入費の支出について
32,844

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度運動サポート（１月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（１月分）
8,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
13,843

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
315,705

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
10,145

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
198,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１月分）
17,045

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費及び通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
16,430

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１月分）
28,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年1月分）
20,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１月分）
88,960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１月分）
61,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年１月分）
11,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費の医療扶助費の支出について（平成２６年１月分）
22,454

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
7,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費及び通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
2,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１月分）
13,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
54,487

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
123,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助の支出について（平成２６年１月分）
11,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
4,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
2,987

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
22,512

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
1,408

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
367

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
28,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年２月分）
20,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
11,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月分）
77,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
2,246

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
2,205

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
15,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
15,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１月分）
14,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分））
33,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１月分）
11,634

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１月分）
7,190

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分にかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
52,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護の住宅維持にかかる住宅扶助費及び介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成26年2月分）
16,800
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の住宅維持にかかる住宅扶助費及び介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成26年2月分）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年１月分）
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
13,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１月分）
14,070

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年1月分）
18,590

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分））
12,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年２月分）
218,470

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度不登校児などの居場所づくり事業にかかる報償金の支出について（１月分）
110,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度阿倍野区子育て講演会における手話通訳派遣経費の支出について
12,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
10,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
297,590

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
36,430

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
253,620

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,730

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
282,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
519,607

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
68,744

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
49,960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
33,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成26年1月）
22,474

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘小・平成２６年１月）
29,244

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南中・平成２６年１月）
54,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野小・平成２６年１月）
21,746

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（長池小・平成２６年１月）
38,034

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食にかかる教育扶助費の支出について（文の里中・平成２６年１月）
40,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月分）
5,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
18,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
2,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
50,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（１月分）
163,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（１月分）
138,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年1月）
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年1月）
3,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年1月）
960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
32,396

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南小・平成２６年１月）
129,319

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
5,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月分）
15,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年２月分）
417,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（１月分）
384,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越にかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分））
16,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（常盤小・平成２６年１月分）
67,702
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（昭和中学校・平成26年1月分）
36,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
37,801

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月分）
10,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年２月分）
207,970

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用切手の購入の支出について（２月購入分）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度阿倍野区子育て講演会一時保育にかかる報償金の支出について
6,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度阿倍野区子育て講演会の講師謝礼の支出について
21,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年２月分）
11,730

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あべの子育て のほほんレター（改訂版）の印刷にかかる経費の支出について
54,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成26年2月分）
9,975

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年５月分②）の支出について
2,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのちょこっとウォーキング市民活動行事保険料（2月22日実施分）の支出について
1,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４月分②）の支出について
500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分②）の支出について
1,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,944

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
78,589

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
3,090

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
2,781

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
58,696

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,542

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
3,862

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分②）の支出について
540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分②）の支出について
540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分②）の支出について
540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年２月分）
105,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年２月分）
76,970

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
4,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年２月分）
5,591

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年３月定例・随時払分）
31,000,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費及び通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
2,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
38,030

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年３月定例・随時払分）
16,000,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年３月定例・随時払分）
350,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分））
18,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
4,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年３月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
8,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
7,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月分）
7,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
14,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
36,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費及び通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
1,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
24,118

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年３月定例・随時払分）
1,500,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護の高等学校就学にかかる生業扶助費の支出について（平成26年2月分）
2,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成26年2月分）
466,910

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４月分②）の支出について
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分②）の支出について
1,370
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年５月分②）の支出について
2,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年５月分②）の支出について
2,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分②）の支出について
1,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４月分②）の支出について
6,370

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る阪南保育所賄材料費の資金前渡金支出について（平成２６年２月分）
960,534

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所賄材料費の資金前渡金支出について（平成２６年２月分）
740,587

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分②）の支出について
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
82,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（松虫中・平成２６年１月）
7,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代にかかる教育扶助費の支出について（阪南小・平成２６年１～３月）
9,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食及び教材代にかかる教育扶助費の支出について（平成26年1月分）
47,006

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
44,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度子育てカウンセリング事業専門相談（ＯＴ）にかかる報償金の支出について（２月分）
38,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（1月分）の支出について
37,620

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり推進事業（2月12日ウォーキングサポーター養成講座）の講師報償金の支出について
9,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年１月分）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年１月分）
5,061

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年１月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２６年２月支払分）
873,367

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
33,950

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２６年２月支払分）
163,303

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる消耗品購入経費の支出について
29,085

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成26年1月）
23,398

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる消耗品購入経費の支出について
2,625

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる消耗品購入経費の支出について
4,620

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
45,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
34,136

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
11,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費及び通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
29,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年２月分）
56,195

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成26年2月分）
1,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
14,330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
20,703

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費及び通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
10,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分））
19,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護の高等学校就学にかかる生業扶助費の支出について（平成26年2月分）
1,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 離乳食指導用フードモデルの購入にかかる支出について
56,133

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 離乳食指導用フードモデルの購入にかかる支出について
11,508

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年１月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２６年２月支払分）
124,128

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２６年２月支払分）
49,661

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
66,744

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
261,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年２月分）
15,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
27,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護保険サービス料にかかる介護扶助費の支出について（平成26年2月分）
95,883
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分））
14,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
88,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月）
32,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成26年2月分）
215,705

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２６年２月支払分）
2,666

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度子育てカウンセリング事業専門相談（ＳＴ）にかかる報償金の支出について（２月分）
38,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張費の支出について（１月分）
2,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あべのウォークPart14ポスターの印刷経費の支出について
5,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（２月号分）
29,925

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのウォークPart14市民活動行事保険料（3月2日実施分）の支出について
9,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（３月分）の支出について
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月）
1,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
211,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
6,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
40,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
15,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
669,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
45,217

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
38,583

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
21,836

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,034

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
6,180

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
17,767

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
35,330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
83,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
35,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月）
268,506

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月）
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１月）
65,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度コホート検討会（２月５日実施分）の参画医師の報償金の支出について
11,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
2,010

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（２月分）
48,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
164,550
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
25,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
80

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
4,415

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
42,305

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（あおぞら１月分）
895,850

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（Ｆｏｕｒ　Ｌｅａｆ１月分）
1,115,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
25,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分②）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
20,610

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
8,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる料金後納郵便料の支出について（１月分）
67,270

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（１月分）
3,102

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる料金後納郵便料の支出について（１月分）
19,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１月分①）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費（平成２６年１月分）の支出について
6,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年度２月分　葬祭費の支払準備金の支出について
100,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分　出産育児一時金の支払準備金の支出について
1,000,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）　平成２６年２月分　支払資金
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）　平成２６年２月分　支払資金
10,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１２月分）
8,793

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（12月分）
7,358

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１月分　葬祭費の支出について
650,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１月分　出産育児一時金の支出について
765,948

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金（歳出還付金　一般　２月分）
6,529

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（一般分）支出について
876,563

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（退職分）支出について
48,558

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（一般分）支出について
253,218

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（退職分）支出について
94,667

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
11,688

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
227,087

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
598,010

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度２月分　葬祭費の支出について
650,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度２月分　出産育児一時金の支出について
538,140

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金（歳出還付金　一般　２月分）
649,142

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
76,194
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住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
104,387

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（一般分）支出について
147,129

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（退職分）支出について
500

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業（区独自）にかかる第三四半期請求分のレインボーカードの支出について
172,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（２月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（２月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（２月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（２月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１２月分）
5,648

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 公用車のラジエーター交換及び関係部品交換にかかる費用の支出について
31,553

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（児童）代理受領方式
329,509

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
1,284,816

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度　児童手当随時払い　平成26年2月分
60,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
7,023

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
5,600

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
4,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
550

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２３号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
2,560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
781

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
2,094

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
4,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
9,704

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
8,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
1,017

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
3,600

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（１月前半分）
3,400

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
102,068

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
319,500

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
109,975

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平林地域で実施される地区健康講座における講師謝礼金の支出について
7,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
242,272

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
52,590

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢者）市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,800

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（高齢・介護保険）市内出張交通費の支出について（平成２５年１１月分）
1,380

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払資金繰入金の支出について（１月後半分）
15,750

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス給付費の支出について
11,500

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス給付費の支出について
11,500

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１月後半分）
2,100

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（１月後半分）
800

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月後半分）
1,260

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月後半分）
420

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１月後半分）
3,600

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（１月後半分）
3,400

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について（費用支給）代理受領方式
1,223,120

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２４号）にかかる経費の支出について
235,909

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２５年度歯科健康相談事業報償金の支出について（１月分）
30,570
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度（障害者）市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
7,800

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年1月分　社会復帰相談事業講師料の支出について
18,300

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年1月分　生活技能訓練講師料の支出について
9,680

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
5,430

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
1,293,720

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
54,420

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
16,260

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
6,640

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
284,960

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
97,710

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
46,412

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
71,652

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
22,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年１月分）の支出について
560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
250

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
2,420

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
320

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
3,890

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
15,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
80

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
7,900

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
23,385

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
1,480

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
460

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
3,950

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
1,590

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
1,930,366

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
359

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
700

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
890

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
970

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
1,760

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
1,100

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年１月分）
930

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H25-NO.90)
3,150

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１月分）
6,211

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 発達障がいサポーター募集チラシ等作成用デジタル印刷機用消耗品の購入にかかる経費の支出について
395,430

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２５号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所賄材料費の支出について（２月分）
860,131

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年１月分）
320

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年１月分）
1,130

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年１月分）
2,240

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年１月分）
460

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年１月分）
670

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年１月分）
1,850

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
973,574

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年１月分）
460
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
298,394

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（１月分）
97,080

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年１月分）
2,780

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年１月分）
9,030

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（保育ママ　すみのえ）１月分
423,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（保育ママ　ひだまり）１月分
559,700

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（保育ママ　すみのえ）７月追加分
24,570

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
172,301

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
134,349

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２５年度乳幼児健診等報償金の支出について（１月分）
457,190

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立御崎保育所賄材料費の支出について（２月分）
897,905

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジおよび介護保険認定審査会用お茶（延べ１２０名分）の購入経費の支出について
57,750

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１月分）
4,952

住之江区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険事務用トナーカートリッジおよび介護保険認定審査会用お茶（延べ１２０名分）の購入経費の支出について
12,600

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 成人の日記念のつどいにかかるトランシーバーのレンタル経費の支出について
10,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区成人の日記念のつどい記念冊子への人権啓発記事印刷代の支出について
33,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１２月分）
4,516

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年11･12月分市内出張交通費等の支出について
48,390

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住之江区役所駐車場（阪神高速高架下）ゲート修繕工事にかかる費用の支出について
913,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所雑排水漕等清掃に伴う産業廃棄物処理業務費用の支出について
11,088

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 街頭犯罪等対策緊急強化事業用センサーライトの購入代金の支払について
367,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 街頭犯罪等対策緊急強化事業用防犯ブザーの購入代金の支払について
374,850

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託の支出（１月分）について
70,770

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる支出（１月分）について
12,743

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入業務の支出（１月分）について
9,240

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
11,676

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
9,815

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
800

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
3,650

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
18,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
34,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所一般廃棄物処理業務委託（１月分）の支出について
18,214

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
13,490

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
1,800

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
400

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（３月分）の支出について
84,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（１月分）について
22,346

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託の支出（日常清掃　１月分）について
22,050

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉センター分館機械警備業務委託の支出（１月分）について
39,900

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借料の支出（１月分）について
4,935

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 南港地区ふれあい学習会にかかる映像素材賃借料の支出について
63,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（１月分）の支出について
3,255

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（１月分）について
183,121

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「加賀屋新田会所跡でのポップカルチャーイベント企画運営業務」プロポーザル実施にかかる委託予定者選定委員報酬の支払いについて
45,105

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種花事業にかかるタネまき培土等消耗品の購入経費の支出について
362,092

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進室（総合企画）業務にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
95

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（１月分）の支出について
480

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進室（総合企画）業務にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
95
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住之江区役所 政策推進室 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（１月分）の支出について
970

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（１月分）の支出について
80

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（１月分）の支出について
5,350

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所窓口案内業務従事者派遣業務の支出（１月分）について
201,250

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
840

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
6,800

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ)
10,400

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年２月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
275,226

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（１月分）の支出について
91,890

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年２月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
115,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住之江区役所ガス設備（空調ガス配管）修繕業務委託料の支出について
2,310

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（１月分）
12,977

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話代の支払いについて（１月分）
12,046

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査にかかる調査員への報償金の支払いについて
451,747

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（１月分）
513

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所庁内情報端末用等プリンタートナー購入にかかる支出について
278,250

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（１月分）
49,807

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（１月分）
5,840

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（１月分）
80

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（１月分）
400

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（１月分）
200

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（１月分）
7,766

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（１月分）
140

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（１月分）にかかる支出について
6,804

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（１月分）
3,720

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（１月分）
1,760

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（１月分）
1,680

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業１月実施分講師謝礼金の支出について
10,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１月分）
3,440

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（２月請求分）の支出について
54,945

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民情報コーナーにかかる来庁者利用用情報端末回線の使用料（２月請求分）の支出について
1,575

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＮＴＴ）の支払について（１月分）
17,439

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市立住之江会館管理運営業務委託にかかる経費の支出について（10月～12月分）
5,072,288

住之江区役所 政策推進室 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年２月号）の配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
344,190

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
852,979

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
74,975

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
121,953

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
8,330

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
208,350

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
319,680

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
284,080

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
31,050

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
39,700

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
28,354

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
460

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課一般事務用事務用品の購入経費の支出について（１月分）
17,844

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
450,952
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住之江区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
16,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分費の支出について
190,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における不動産鑑定費用の支出について
228,217

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
148,750

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具費の支出について
15,096

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
12,200

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者診療報酬の支出について
26,980

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
2,657,545

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
369,461

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
83,350

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
9,290

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１月分）
157,930

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１月分）
304,620

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１月分）
4,790

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１月分）
24,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（３月払い分）
27,014,109

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（３月払い分）
16,559,811

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（３月払い分）
1,214,880

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（３月払い分）
650,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（３月払い分）
9,107,530

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
180,750

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
429,721

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,209,490

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
1,265,240

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
13,518

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具費の支出について
18,696

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
276,550

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
552,130

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
313,159

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
72,750

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１月分）
20,310

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
21,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
11,700

住吉区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度第２回防災専門会議にかかる会議録作成業務経費の支出について
44,100

住吉区役所 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務参考大阪日日新聞の買入及び同経費の支出について（１０～１２月分）
5,985

住吉区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用ベルトコンベアー一式撤去業務経費の支出について
196,350

住吉区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「住吉区新年のつどい」開催に係る手話通訳の実施及び同経費の支出について
4,000

住吉区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 火災発生にかかる出退勤用タクシー代の支出について
4,590

住吉区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住吉区民センターホール扉修繕業務及び同経費の支出について
189,000

住吉区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（１月分）
8,820

住吉区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 電子レジスター（住吉区役所）一式買入経費の支出について
934,500

住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（１月分）
19,800

住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（１月分）
7,870

住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（１月分）
15,140

住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（１月分）
4,700

住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 選挙管理委員会用小口支払基金の繰入について（１月分）
598

住吉区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（３月分）の支出について
58,000

住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課等事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
11,710
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住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(1月分)
12,335

住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口案内員派遣業務にかかる経費の支出について
225,451

住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施にかかる経費の支出について(1月分)
24,307

住吉区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法律相談等業務にかかる報償金の支出について（１月分）
10,500

住吉区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（２月分）
1,387,368

住吉区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,000

住吉区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
8,618

住吉区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用出張交通費の支出について（１２、１月分）
53,890

住吉区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（１月分）
75,646

住吉区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（１月分）
152,590

住吉区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入経費の支出について(1月分)
12,743

住吉区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入経費の支出について（1月分）
5,812

住吉区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用端末機器賃貸借業務経費の支出について(1月分)
3,727

住吉区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（１月分）
7,435

住吉区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（1月分）
34,142

住吉区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（１月分）
3,918

住吉区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(1月分)
572,237

住吉区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(1月分)
5,263

住吉区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（１月分）
20,499

住吉区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査調査員報酬の支出について
203,064

住吉区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年工業統計調査事務消耗品（セロテープ外３点）の購入及び同経費の支出について
2,992

住吉区役所 地域課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「交通事故をなくす運動」交通安全啓発及び交通安全教室用、乾電池外６点の買入経費の支出について
36,645

住吉区役所 地域課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度住吉区防災フェスタ（防災運動会）企画・実施業務経費の支出について
2,330,000

住吉区役所 地域課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念のつどい会場装花　一式の購入経費の支出について
15,750

住吉区役所 地域課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災事業用無線機の電波利用料の支出について
12,150

住吉区役所 地域課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」啓発指導員による放置自転車対策等業務の経費支出について（第９回中間金払）
851,498

住吉区役所 地域課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策用小口支払基金の繰入について（１月分）
6,825

住吉区役所 地域課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業用　小口支払基金の繰入について
1,680

住吉区役所 地域課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業用　小口支払基金の繰入について
430

住吉区役所 地域課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策用小口支払基金の繰入について（１月分）
4,230

住吉区役所 地域課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策　自転車盗難防止用ワイヤーロックの買入経費の支出について
99,750

住吉区役所 地域課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化プラン「Do！プラン」事業用　啓発エフの支出について
189,000

住吉区役所 地域課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策　「こども１１０番」の家の旗、買入経費の支出について
183,750

住吉区役所 地域課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（１月分）
577

住吉区役所 地域課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（１月分）
997

住吉区役所 地域課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課・文化課事務用コピー代金の支出について（１月分）
25,769

住吉区役所 地域課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策にかかる通信費支出について（１月分）
5,279

住吉区役所 地域課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策　「防犯カメラ作動中」ステッカー外１点の買入経費の支出について
131,250

住吉区役所 地域課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通事故をなくす運動　「すみちゃん横断旗」買入経費の支出について
27,300

住吉区役所 地域課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区「防災マップ」印刷の実施及び同経費の支出について
100,800

住吉区役所 地域課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課・文化課郵送代の支出について（１月分）
33,250

住吉区役所 住民情報課 平成26年02月03日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（パーテーション）費の支出について
276,570

住吉区役所 住民情報課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント記念事業にかかる記念品の購入
203,385

住吉区役所 住民情報課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
133,098

住吉区役所 住民情報課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（１月分）
6,570

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て情報提供事業（子育て講演会）における講師への報償金の支出について
25,270

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２５年１０月～１１月分）
6,390

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２５年１０月～１１月分）
1,310
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２５年１０月～１１月分）
820

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２５年１０月～１１月分）
1,650

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２５年１０月～１１月分）
820

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
47,821

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
24,756

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
665,027

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
31,550

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,750

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２５年１０月～１１月分）
680

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２５年１０月～１１月分）
460

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 自立支援協議会事務にかかる消耗品費の支出について
1,882

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
70,730

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
54,487

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
70,647

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年１０月～１２月分）
2,700

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
9,100

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,620

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
14,832

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,350

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,850

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,030

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
28,700

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
355,950

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
60,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
60,810

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
18,280

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
103,961

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
72,300

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
48,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
243,394

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年１０月～１２月分）
4,260

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年１０月～１２月分）
2,730

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 高齢者支援事業用　緊急用ホイッスル購入経費の支出について
93,450

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
78,589

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
46,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援事業費（住宅改修理由書作成費　１月請求分－２）の支出について
22,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用メッシュケース他２１点の購入及び同経費の支出について
10,736

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用メッシュケース他２１点の購入及び同経費の支出について
2,168

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用メッシュケース他２１点の購入及び同経費の支出について
22,533

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用メッシュケース他２１点の購入及び同経費の支出について
16,941

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
76,080

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
708,854

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年２月支給決定分）
777,520

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
22,890

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
2,266

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
317,002

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療一部負担金相当額等一部助成事業用医療費の支出について（平成26年2月支給決定分）
127,371

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療一部負担金相当額等一部助成事業用医療費の支出について（平成26年2月支給決定分）
14,899

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成26年1月支給決定分）
101,789

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(平成26年1月分)
4,790

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２６年１月分）
72,810

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年１月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
61,140

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２６年１月分）
29,440

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(平成26年1月分)
1,850

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２６年１月分）
652,280

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 障がい者虐待予防事業連続研修１回目「精神保健に関する関係者研修」についての講師への報償金の支出について
19,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２５年１２月分）
520

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
7,725

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
78,589

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２５年１２月分）
1,480

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２５年１２月分）
420

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者（児）住宅改費給付事業用扶助費の支出について
488,155

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年２月分児童手当給付金の支給について
80,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
3,726

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
242,120

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
41,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
149,610

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険用後納郵便料金の支出について（２６年１月分）
10,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
269,797

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
3,200

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
6,086

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
1,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
5,670

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険用後納郵便料金の支出について（２６年１月分）
62,189

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金の支払いについて（２６年１月分）
7,246

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険用後納郵便料金の支出について（２６年１月分）
92,416

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
89

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
296

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
3,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
3,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
7,584

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
7,200

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
6,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出ついて（平成２６年１月分）
218,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
570

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
2,840

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
480
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
25,540

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
4,180

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
210

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
37,830

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（１月分）
13,669

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 総合支援事務にかかる消耗品費の支出について
11,445

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
1,444,306

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
91,730

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
61,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
3,090

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
5,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
78,589

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
13,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
148,393

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
69,778

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
28,730

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
125,448

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
4,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（３月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務委託料の支出について（１月分）
1,015,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務委託料の支出について（１月分）
1,054,550

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（３月分）
250,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（２月分）
3,442,174

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
380,010

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
6,840

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
1,065,900

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
14,585

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
7,068

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
17,760

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年２月支給決定分）
1,019,865

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
163,461

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
5,360

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療一部負担金相当額等一部助成事業用医療費の支出について（平成26年2月支給決定分）
127,789

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
205,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
3,070

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
476,860

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
9,110

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
3,200

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
18,860

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
10,390

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成26年2月支給決定分）
347,402

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
32,350

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親医療助成費用医療助成費の支出について（平成26年2月支給決定分）
57,605

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分－１）
17,745

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援事業費（住宅改修理由書作成費　１月請求分－３）の支出について
2,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援事業費（住宅改修理由書作成費　２月請求分）の支出について
2,000
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住吉区役所 企画課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」印刷業務委託経費の支出について（１月号）
595,980

住吉区役所 企画課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の支払について
160

住吉区役所 企画課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」印刷業務委託経費の支出について（２月号）
349,272

住吉区役所 企画課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度点字版「広報すみよし（区政情報）」の製作業務経費の支出について（２月号）
69,980

住吉区役所 企画課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務経費の支出について（２月号）
131,250

住吉区役所 教育課 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育課　学校選択制事務用　郵便料金の支出について（１月分）
9,600

住吉区役所 教育課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育課　市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
1,820

住吉区役所 文化課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業　平成25年度住吉区人権週間イベント業務委託契約について
1,180,200

住吉区役所 文化課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 すみよし環境区民会議用小口支払基金の繰入について（1月分）
950

住吉区役所 文化課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 （生涯学習推進事業用）小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
350

住吉区役所 文化課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（墨江幼稚園ＰＴＡ）
20,000

住吉区役所 文化課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（山之内小学校ＰＴＡ）
12,400

住吉区役所 文化課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度　住吉区コミュニティ活性化事業（住吉区民まつり）の契約締結及び同経費の支出について
3,178,984

住吉区役所 文化課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 （生涯学習推進事業用）すみよし区民文化フェスティバルにかかる手話通訳業務及び同経費の支出について
14,000

住吉区役所 文化課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （青少年育成推進事業用）すみよし区民文化フェスティバルに係る作品展示会場設営撤去業務委託締結及び同経費の支出について
313,110

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（２月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（２月分）
2,100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用歳出還付金支払資金の支出について（２月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用歳出還付金支払資金の支出について（２月分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（１２月分）
7,963

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出一般）
343,003

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出マル退）
448

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１月分）
578,793

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１月分）
327,623

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１月分）
332,137

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１月分）
500,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出一般）
171,119

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（１月分）
7,907

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（１月分・後納）
14,100

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（１月分・受払）
48,525

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（１月分・後納）
645,242

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月分）
550,046

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月分）
450,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について（２月分）
26,650

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（２月分）
20,223

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（国保）事務用後納郵便料金（１月分）
22,494

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（国保）事務用後納郵便料金（１月分）
38,765

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（国保）事務用後納郵便料金（１月分）
135,815

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（１月分）
84,827

住吉区役所 保険年金課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（１月分）
205,522

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
57,700

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
2,019,950

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
847,858

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
19,530

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
13,021

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
23,400

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
24,069
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住吉区役所 生活支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
180,915

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
41,970

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
56,120

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
239,146

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について
1,630,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
23,216

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用非指定医療機関受診による診療報酬の支出について
27,820

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について
1,576,250

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（１月分）
1,785

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（１月分）
300

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（１月分）
8,400

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
83,120

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用非指定医療機関受診による診療報酬の支出について
5,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
298,805

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
211,996

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
691,901

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
53,070

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
2,100

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
2,364,990

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年３月分生活保護費の支出について（１回目）
62,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年３月分生活保護費の支出について（１回目）
34,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年３月分生活保護費の支出について（１回目）
900,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
43,586

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２６年３月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年３月分生活保護費の支出について（１回目）
1,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２６年３月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年３月分生活保護費の支出について（１回目）
5,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２６年３月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１２・１月分）
780

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,040

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１２・１月分）
2,380

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
816,932

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
767,698

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（１月分）
35,934

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２５年９月、１０月、１１月、１２月、２６年１月)
2,228,185

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
138,910

住吉区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　広告料 相続財産管理人選任にかかる官報公告料の支出について
3,670

東住吉区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用地方自治関係実例判例集追録購入に係る経費の支出について
9,900

東住吉区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
3,990

東住吉区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
264

東住吉区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
500

東住吉区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
9,100

東住吉区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
420

東住吉区役所 総務課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
3,520

東住吉区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　読売新聞購読料の支出について（平成25年4月～平成26年1月分）
39,250

東住吉区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東住吉区役所矢田出張所空調機修繕作業にかかる経費の支出について
483,000

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
114,519
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東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
291,262

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
226,203

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
197,243

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
163,572

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
176,073

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
6,326

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
122,308

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
161,133

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
118,274

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
128,060

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
167,565

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
232,825

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
160,895

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
167,285

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
165,368

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
322,601

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
221,609

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
155,742

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
198,521

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
144,277

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
156,581

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
205,503

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
214,100

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
391,051

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度1月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,030
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東住吉区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　障害者用庁内情報端末等借入に係る経費の支出について（1月分）
14,490

東住吉区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成25年度1月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,520

東住吉区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成25年度1月分　後納郵便料の支出について（総務課）
2,720

東住吉区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成25年度1月分　後納郵便料の支出について（総務課）
8,880

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
83,280

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用　大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務 長期継続に係る経費の支出について（1月分）
166,383

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（１月分）
331,170

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
88,483

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
71,134

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
104,098

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
149,973

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
76,741

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
97,560

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
67,664

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
107,970

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
90,218

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
83,743

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
93,386

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
57,359

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
57,254

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
69,801

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
103,884

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
81,242

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
74,604

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
76,339

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
65,929

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
86,748

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
72,869

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
102,363

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
90,218

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
121,598

東住吉区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（1月分）
41,640

東住吉区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成25年12月分）（総務課事務費）
15,026

東住吉区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年1月分電話料金の支出について（矢田出張所）
6,804

東住吉区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年1月分電話料金の支出について（携帯電話）
1,566

東住吉区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動機（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（１月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（１月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査にかかる調査員報酬の支払いについて（工業統計調査）
780,280

東住吉区役所 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（1月分）
25,137

東住吉区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用平デスクほか１点の購入に係る経費の支出について
81,270

東住吉区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用ロッカーの購入にかかる経費の支出について
40,425

東住吉区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年1月分電話料金の支出について（光回線）
282,685

東住吉区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年1月分電話料金の支出について（市内通話料）
35,941

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　２月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　２月分支払資金（歳出マル退）
20,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年２月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
900,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
350,000
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住宅地図の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
11,025

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
598,219

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費（退職）の支出について
216,060

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
100,590

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
21,891

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　後納郵便料（料金受取人払）（管理）の支出について
35,645

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険）の支出について
25,110

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
16,780

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
33,301

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険）の支出について
1,995

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
731,208

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険）の支出について
11,535

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
152,760

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
57,001

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ等の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
66,402

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,230,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（2月号）
92,925

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 未来戦略課事務用　クリヤーホルダーほか30点買入にかかる経費の支出について
8,603

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 未来戦略課事務用　トナーカートリッジほか２点買入（その２）にかかる経費の支出について
4,347

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月07日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 大阪市東住吉区内における交通・移動に関する実態調査業務にかかる公募型プロポーザル審査委員会委員の報償金の支出について
39,285

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「東住吉区防災展」にかかる講師謝礼の支出について
10,400

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（ポータブルトイレテント）の購入経費の支出について
78,330

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（食料品）の購入経費の支出について
329,028

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（トイレ処理セット）の購入経費の支出について
246,960

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（レスキュー寝袋）の購入経費の支出について
7,728

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかるブルゾンの購入経費の支出について
289,800

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（リヤカー）の購入経費の支出について
220,500

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（ポータブルトイレ）の購入経費の支出について
13,230

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（ＬＥＤ投光器他６点）の購入経費の支出について
154,591

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「東住吉区防災展」にかかる手話通訳料の支出について
10,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小中学生人権標語コンクールにおける入選者への記念品の購入経費の支出について（人権啓発推進事業）
9,393

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市東住吉区地域福祉活動推進事業事業者選定にかかる第４回選定委員会の報酬の支払について
48,855

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（12月分）
36,400

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（防災用かまどセット他１点）の購入経費の支出について
78,120

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月号）
22,575

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について
269,745

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について
37,730

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について
52,800

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について
32,025

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について
23,940

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 缶バッジマシン他の購入経費の支出について（地域防犯対策事業の推進）
46,410

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 缶バッジマシン他の購入経費の支出について（地域防犯対策事業の推進）
101,640

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」印刷業務にかかる経費の支出について（2月号）
287,606

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　まちづくり研修にかかる講師の謝礼金の支出について（その２）
10,400

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　まちづくり区民交流講座にかかる講師の謝礼金の支出について
7,050

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業　後納郵便料の支払いについて（1月分）
380
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東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月号）
318,512

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「平成２６年東住吉区成人の日記念のつどい」会場設営業務委託料の支出について
325,164

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月号）
93,962

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（地域安全対策プロジェクト事業）
7,385

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（1月分）
34,300

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業における東住吉区アドバイザーの報償金の支出について
22,720

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について（矢田東小学校2月分）（青少年健全育成事業）
20,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 未来戦略課　市内出張交通費の支出について（12月分）
8,769

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推事業の実施にかかる物品購入費の支出について
19,666

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
4,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
240

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
18,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
4,820

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
600

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
7,740

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
160

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
2,320

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託（概算契約）経費の支出について（生涯学習推進事業）（1月分）
1,406

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（3月号）
167,265

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　ソーシャルワーカー用インターネットの使用にかかる経費の支出について（平成25年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
4,112

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成25年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
1,966

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
162,019

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,364

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
42,525

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
1,251,717

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
39,443

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,324

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
47,925

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
80,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
32,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
51,910

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
22,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）平成26年2月分の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成26年2月分の支出について
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
51,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
794,870

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
329,470

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
24,150

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における分娩介助料の支出について
37,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
665,095

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（平成２６年２月期窓口支払分）の支出について
220,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
718,245

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
455,692

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
13,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度第3四半期民生委員児童委員費用弁償（第3四半期）の支出について（支出命令5671不能分）
134,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
70,452



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
217,974

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護住宅改修費の支出について
20,503

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
4,182

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
5,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
97,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度第3四半期民生委員児童委員費用弁償（第3四半期）の支出について（支出命令5671不能分）
130,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
333,086

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
227,836

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
111,518

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
54,487

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
148,083

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
72,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
47,450

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）レターパックライトの購入にかかる経費の支出について
17,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
737,577

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成25年11・12月分、平成26年1月分）の支出について
811,060

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
22,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
8,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
45,350

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
3,936

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
16,321

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
4,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
1,574

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
798

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
4,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
16,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費に係る扶助費の支給決定及び同経費の支出について
13,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費に係る扶助費の支給決定及び同経費の支出について
13,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
400,773

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,913

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
900

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
12,750

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
20,460

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
599,550

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護住宅改修費の支出について
26,835

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
5,701

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
3,444

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
764,090

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
369,940

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
420

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
16,821
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
84,913

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
57,474

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
49,038

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
83,945

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
62,979

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
531,541

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
461,955

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
21,413

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
183,669

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
506,658

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
6,830

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
36,230

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
270,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成25年12月分）
96,060

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 すこやか元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成25年12月分）
49,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具経費の支出について（代理受領方式）
39,758

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
25,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
14,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
10,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
18,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
11,550

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
986,930

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成25年12月分）
10,280

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップリーダー養成講座にかかる講師謝礼の支出について（平成25年11月口座不能分）
4,670

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップリーダー養成講座にかかる講師謝礼の支出について（平成25年12月分）
17,940

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,276

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,276

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
145,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
145,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
13,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
561,585

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
9,923

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
97,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年１月分歯科相談にかかる報償金の支出について
30,570

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２５年１２月分の支出について
37,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２６年１月分の支出について
38,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年1月分）
426,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,413

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
270,756

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）
76,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）
42,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）
800,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２６年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）
1,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２６年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）
6,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２６年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）
250,000
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
398,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
314,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 食育フェスタにおける生産物賠償責任保険加入にかかる経費の支出について
1,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
73,696

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
548,269

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
486,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
42,804

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
10,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費に係る扶助費の支給決定及び同経費の支出について
8,693

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具経費の支出について（代理受領方式）
141,110

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,343

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
166,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,270

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費に係る扶助費の支給決定及び同経費の支出について
8,047

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
232,156

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
4,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
5,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
8,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
688,754

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
603,695

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成25年11・12月分、平成26年1月分）の支出について
1,432,123

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
11,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
16,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
34,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
14,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における分娩介助料の支出について
57,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
1,980

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（平成２６年２月期窓口支払分）の支出について
270,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（未支払請求分）の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成26年2月分）
1,437,590

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
13,760

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,795,251

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
292,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用経費の支出について
15,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
4,361

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一部）助成費の支出について
477,277

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（１月分）
23,292

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊娠検査料の支出について
13,090

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
1,372,471

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,697,710

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について
242,717

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
58,539

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
1,759

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健担当後納郵便料の支出について
240

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健担当後納郵便料の支出について
500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
9,438

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分（1/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
6,175
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分（3/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
12,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分（4/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
191,765

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,260,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
1,324

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
17,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分（2/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
6,270

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
23,816

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
64,426

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修費経費の支出について
98,348

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
54,680

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
8,162

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１月分料金受取人払郵便料の支出について
76,875

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１月分後納郵便料の支出について
538,056

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１月分料金受取人払郵便料の支出について
49,460

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
76,875

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健担当後納郵便料の支出について
640

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健担当後納郵便料の支出について
80

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健担当後納郵便料の支出について
17,985

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健担当後納郵便料の支出について
400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
320,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分（4/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
47,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健担当後納郵便料の支出について
3,270

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
4,253

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健担当後納郵便料の支出について
330

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
11,482

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健担当後納郵便料の支出について
20,365

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
150,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
54,399

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
74,446

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健担当後納郵便料の支出について
1,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年１月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
18,600

平野区役所 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 長吉出張所植栽剪定業務委託にかかる経費の支出について
26,250

平野区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策用住宅にかかる電話回線使用料の支出について（26年1月分）
2,691

平野区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 長吉・瓜破出張所電気使用にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
109,804

平野区役所 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　印刷製本費 選挙啓発事業用パンフレット作成経費の支出について
73,500

平野区役所 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 「認知症高齢者支援ネットワーク連絡会 専門者向け研修」出席にかかるタクシー代の支出について
1,060

平野区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（11月嘱託分）
460

平野区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（11月分）
54,240

平野区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所庁舎管理用消火栓用ホースの買入にかかる経費の支出について
296,257

平野区役所 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年1月分）
13,278

平野区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 身体障がい者職員用作業用イス（ハイタイプ）の購入及び同所要経費の支出について
20,475

平野区役所 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
987,000

平野区役所 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所外勤用自転車の買入にかかる経費の支出について
345,000

平野区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひらふわ応援団用のぼり買入にかかる経費の支出について
11,970

平野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所 輪転機用インク及びマスターの購入にかかる経費の支出について
88,410

平野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について（26年1月分）
3,925

平野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎（長吉・瓜破・加美出張所含む）清掃業務委託にかかる経費の支出について（26年1月分）
694,575
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平野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務委託にかかる経費の支出について（26年1月分）
627,900

平野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について（26年1月分）
26,775

平野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所外3箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（26年1月分）
9,759

平野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務にかかる経費の支出について（26年1月分）
8,964

平野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（26年1月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（26年1月分）
82,948

平野区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分①）
1,300

平野区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所2、4階女子トイレ水漏れ補修業務にかかる経費の支出について
98,175

平野区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所3、4階防火扉修繕業務にかかる経費の支出について
51,450

平野区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分①）
420

平野区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分①）
5,456

平野区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分①）
16,000

平野区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用産経新聞購入経費の支出について（26年1月分）
3,925

平野区役所 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について（26年1月分）
3,925

平野区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅にかかる賃料等の支出について（26年3月分）
123,000

平野区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ３出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（26年1月分）
20,412

平野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年1月分）
6,720

平野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年1月分）
2,870

平野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年1月分）
8,220

平野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（26年2月分）
64,727

平野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年1月分）
5,010

平野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年1月分）
480

平野区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年1月分）
10,540

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険２月分保険給付費（出産・葬祭費）の支出について
100,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険２月分保険給付費（出産・葬祭費）の支出について
1,950,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について(2月3日支払分)
205,962

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金2月分支払資金(一般)の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金2月分支払資金(退職)の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
82,215

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
2,427,475

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（退職分）
48,608

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 窓口サービス課（住民情報）カウンター改修工事及び旧税証明窓口カウンター撤去の実施について
210,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について(2月14日支払分)
550,465

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用通信運搬費（料金受取人払後納）の支出について（１月分）
137,950

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について(2月24日支払分)
51,660

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
2,050,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
995,859

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年１月分市内出張交通費の支出について
540

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成２６年１月分後納郵便料の支出について
10,310

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 平野区役所窓口サービス課（住民情報）レジスターレシート記載内容変更業務
24,150

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課（住民登録）番号発券機印字内容変更業務の実施について
14,700

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年１月分市内出張交通費の支出について
460

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
13,492

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成２６年１月分後納郵便料の支出について
284,076

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年１月分市内出張交通費の支出について
2,730

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成２６年１月分後納郵便料の支出について
1,080,403

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
1,030,570

平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成２６年１月分後納郵便料の支出について
42,154
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平野区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成２６年１月分後納郵便料の支出について
70,322

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用カセットテープ他１点購入経費の支出について
6,720

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全マップ作成事業用腕章購入経費の支出について
17,010

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度市民協働による「子育て子育ち応援事業」にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発事業半立体タイプキーホルダー購入にかかる所要経費の支出について
204,750

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業の推進用のぼり購入経費の支出について
284,970

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業「Do!プラン」用路面表示シート購入経費の支出について
346,500

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度市民協働による「子育て子育ち応援事業」にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区災害対策本部・各収容避難所の機能向上・強化事業用差し込み式ベスト購入経費の支出について
260,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用事務用品１２点購入経費の支出について
60,637

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「平野区雪まつり」にかかる傷害保険の加入について
6,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２５年度若年層と連携した人権啓発事業にかかる保険の加入について
2,700

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,847

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
17,253

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 青少年指導員活動の推進事業　中学生コンサート「ＪｏｙＪｏｙ　Ｎｏ．２０」ポスター印刷業務にかかる経費（印刷製本費）の支出について
39,375

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯啓発キャンペーン事業用啓発用横断旗購入経費の支出について
144,375

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用スプレー型潤滑油他４点購入経費の支出について
111,594

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進・こども110番の家事業用プリンタカートリッジ外2点の購入経費の支出について
13,282

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全マップ作成事業用写真用光沢紙他１２点購入経費の支出について
66,118

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度市民協働による「子育て子育ち応援事業」にかかるレーザープリンタ用廃トナーボックス外８点の購入経費の支出について
175,350

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業「第１１回　加美ふれあい広場」（加美小）講師謝礼の支出について
48,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
6,300

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
10,650

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
17,750

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業の推進用自転車窃盗防止用貼付ステッカー購入経費の支出について
159,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
24,960

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年1月分）の支払について
840

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年1月分）の支払について
12,990

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年1月分）の支払について
1,890

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年1月分）の支払について
3,410

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業主催事業講師謝礼の支出について（１月分）
43,165

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策啓発事業用自転車取付用ＬＥＤライト購入経費の支出について
83,160

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
22,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
29,760

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青少年指導員活動の推進事業における市民活動行事保険加入経費の支出について
12,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度コミュニティ育成事業業務委託の経費（第五回目）の支出について
511,750

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 子育て子育ち応援事業（２月６日実施分）会場使用料の支出について
6,080

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（1月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分市立保育所消耗品費(特別保育分)の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分市立保育所消耗品費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童手当給付費にかかる支出について
60,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月04日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉資金の修学資金（大学）の支出について（母子）
324,000
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平野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（2月分）
1,575,021

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
3,656

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
98,280

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（2月分）
307,944

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２２号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
145,620

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（2月分）
367,685

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（2月分）
83,704

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月06日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉資金の修学資金（大学）の支出について（母子）
324,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援室用事務用クリヤーブック他２７点の購入について
3,400

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援室用事務用クリヤーブック他２７点の購入について
34,336

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援室用事務用クリヤーブック他２７点の購入について
6,799

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援室用事務用クリヤーブック他２７点の購入について
20,297

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童手当給付費にかかる支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉資金の修学資金（大学）の支出について（母子）
133,950

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
207,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）事務用乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１２月分）
4,649

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）事務用乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１２月分）
20,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）事務用乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１２月分）
10,133

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）事務用乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１２月分）
2,534

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,689,846

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,795

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
75,990

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
880

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,097

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 Ｈ２５年度コホート検討会参画医師報償金の支払について（１月実施分）
11,360

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
19,425

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
16,950

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童手当給付費にかかる支出について
150,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,952

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
478

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
14,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,150

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,880

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,730

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,478

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
390

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年２月分市立保育所給食賄材料費の支出について
4,234,833

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（２月分）
1,122,562

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
11,892

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,199

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（２月分）
221,511

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（2月分）
197,297

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（2月分）
95,681
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平野区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
250,969

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会事務用飲料購入にかかる所要経費の支出について
41,947

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 虐待防止活動評価検討会における外部専門家への報償金および交通費の支払いについて（１月分）
35,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２５年度　健康教育事業（壮年）講師報償金の支払について
540

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年１月３０日（午前）実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
30,570

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年１月３０日（午後）実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
30,570

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年1月分　生活技能訓練事業講師料の支出について
10,360

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年1月分　社会復帰相談指導事業講師料の支出について
17,820

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働によるいきいき百歳体操推進事業用重錘バンドの購入にかかる所要経費の支出について
240,975

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひらのにんにゃか子育て事業用保育用品の購入にかかる経費の支出について
16,275

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる白衣等洗濯経費の支出について（１月分）
6,230

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度 新任民生委員・児童委員費用弁償（第３四半期）の支出について
99,425

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児通所給付費の支出について
56,706

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
51,942

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
54,487

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,160

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度 新任民生委員・児童委員費用弁償（第３四半期）の支出について
99,425

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（１月分）
536,083

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（１月分）
3,810

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
830

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
1,413,550

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
48,820

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
447,765

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
36,948

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
20,280

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務用１月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
339,400

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
16,960

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（１月分）
480

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
80

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
80

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
640

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
480

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
240

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
400

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
20,440

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,680

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 公衆衛生医学調査研究にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
190

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（１月分）
3,230

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
8,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
960,565

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
10,780

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
29,440

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
18,850

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
38,450

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
880

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
28,890

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年1月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
748,430
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平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
34,680

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員処遇費の支出誤りにかかる追払金の支出について
29,100

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員処遇費の支出誤りにかかる追払金の支出について
29,100

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用１月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
43,450

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
82,400

平野区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
35,104

平野区役所 政策推進課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用消耗品購入経費の支出について
68,941

平野区役所 政策推進課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度平野区うおーくらりーマップ作成事業にかかるスタンプ作成としての消耗品費の支出について
5,250

平野区役所 政策推進課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課一般管理経費にかかる拡大機用 拡大用紙及びプリンタインクタンクとしての消耗品費の支出について
231,630

平野区役所 政策推進課 平成26年02月21日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 平野区福祉コミュニティ系車両運行業務にかかる通信運搬費の支出（郵便ハガキの購入）について
25,950

平野区役所 政策推進課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（１月号）
522,900

平野区役所 政策推進課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１月号）
732,029

平野区役所 政策推進課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１月号）
163,336

平野区役所 政策推進課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（１月号）
160,650

平野区役所 政策推進課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（２月号）
305,025

平野区役所 政策推進課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月号）
452,135

平野区役所 政策推進課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（２月号）
89,250

平野区役所 政策推進課 平成26年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成25年度平野区福祉コミュニティ系車両運行業務にかかる委託料の支出について（1月分）
789,450

平野区役所 政策推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導員報償金（平成26年1月分）の支出について
108,920

平野区役所 政策推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
65,300

平野区役所 政策推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
12,800

平野区役所 政策推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
930

平野区役所 政策推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
80

平野区役所 政策推進課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
2,370

平野区役所 政策推進課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
640

平野区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１２月分）
72,377

平野区役所 生活支援課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）及び教材代の支払について
209,762

平野区役所 生活支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１１月～１２月分）及び教材代の支払について
415,351

平野区役所 生活支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
312,835

平野区役所 生活支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
82,500

平野区役所 生活支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
3,150

平野区役所 生活支援課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
53,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１０月～１２月分）の支払について
210,426

平野区役所 生活支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
25,551

平野区役所 生活支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
8,400

平野区役所 生活支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
35,981

平野区役所 生活支援課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
515,205

平野区役所 生活支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における校外活動費の支払について
38,157

平野区役所 生活支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
33,049

平野区役所 生活支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
45,045

平野区役所 生活支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
36,250

平野区役所 生活支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
6,790

平野区役所 生活支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員用の自転車購入の実施並びに同所要経費の支出について
20,600

平野区役所 生活支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
12,540

平野区役所 生活支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越費用の支払いについて
530,450

平野区役所 生活支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払いについて
60,460

平野区役所 生活支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
67,700

平野区役所 生活支援課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費用の支払いについて
1,913,170
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平野区役所 生活支援課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
617,178

平野区役所 生活支援課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
151,427

平野区役所 生活支援課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,500

平野区役所 生活支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）及び教材代の支払について
191,871

平野区役所 生活支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
5,880

平野区役所 生活支援課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
118,800

平野区役所 生活支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
32,116

平野区役所 生活支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
145,553

平野区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
56,830

平野区役所 生活支援課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
478,174

平野区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
3,864

平野区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,943

平野区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,596

平野区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
3,780

平野区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
114,975

平野区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
349,259

平野区役所 生活支援課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
108,213

平野区役所 生活支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
1,120

平野区役所 生活支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）及び教材代の支払について
885,635

平野区役所 生活支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
6,992

平野区役所 生活支援課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　非指定医療機関診療報酬の支出について
22,060

平野区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２６年３月分生活保護費の支出について
63,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２６年３月分生活保護費の支出について
23,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２６年３月分生活保護費の支出について
900,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）及び教材代の支払について
621,837

平野区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
23,060

平野区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２６年３月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２６年３月分生活保護費の支出について
750,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２６年３月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２６年３月分生活保護費の支出について
3,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２６年３月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払いについて
290,500

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
2,278

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
415,267

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払いについて
63,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払いについて
51,414

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越費用の支払いについて
560,370

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
147,429

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における不動産鑑定費用等の支払いについて
205,953

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
429,069

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
18,600

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
47,400

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払いについて
12,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費用の支払いについて
2,920,835

平野区役所 生活支援課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越費用の支払いについて
257,250

平野区役所 生活支援課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）及び教材代の支払について
900,034

平野区役所 生活支援課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払いについて
11,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
22,897
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平野区役所 生活支援課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費用の支払いについて
171,200

平野区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるゴム印の購入の実施並びに同所要経費の支出について
7,749

平野区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
1,148,658

平野区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）及び教材代の支払について
415,307

平野区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）の支払について
132,989

平野区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
126,000

平野区役所 生活支援課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）及び教材代の支払について
293,995

平野区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
6,908

平野区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
1,575

平野区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
44,550

平野区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務返還金にかかる還付金の支出について
5,010

平野区役所 生活支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務返還金にかかる還付金の支出について
5,300

平野区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
3,160

平野区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
120,602

平野区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）の支払について
70,142

平野区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（８～１２月分）の支払について
19,600

平野区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
3,100

平野区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
22,800

平野区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
25,030

平野区役所 生活支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
30,900

西成区役所 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（12月分）
26,620

西成区役所 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所一般廃棄物収集・運搬業務委託（単価契約）経費の支出について（第３四半期分）
59,102

西成区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区イメージアップ推進事業用「銭湯セミナー＆ウォーク」にかかる講師謝礼及び交通費の支出について
13,480

西成区役所 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区役所一般事務用　手話通訳者派遣業務経費の支出について
9,600

西成区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 イメージアップ推進事業用「大阪市西成観光マップ」及び「ニシナリ銭湯マップ」デザイン及び印刷業務に係る経費の支出について
208,950

西成区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西成区役所庁舎地下３階加圧給水ポンプユニット改修業務の実施及び同経費の支出について
220,500

西成区役所 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（単価契約）経費の支出について（第３四半期分）
14,664

西成区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調製用郵便切手購入経費の支出について
4,005

西成区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成特区構想にかかる専門部会出席にかかる報償金の支出について（１月分）
107,600

西成区役所 総務課 平成26年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成特区構想にかかる専門部会等出席にかかる報償金の支出について（１２月分）
153,640

西成区役所 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（１月分）
573,268

西成区役所 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成26年1月分）
271,234

西成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用男子小便器用尿石等防止薬剤購入経費の支出について（１２月、１月分）
19,845

西成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（１月分）
27,048

西成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（１月分）
32,004

西成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（１月分）
144,900

西成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター監視業務委託経費の支出について(１月分）
132,980

西成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（１月分）
456,890

西成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区役所　宿日直用寝具賃貸借経費の支出について（１月分）
12,600

西成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（１月分）
43,269

西成区役所 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（１月分）
58,695

西成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策住宅用家賃等経費にかかる支出について（平成26年3月分）
88,000

西成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業並びに区民モニター事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
7,290

西成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業並びに区民モニター事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
5,880

西成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業並びに区民モニター事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
23,730

西成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分）
205,229

西成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分）
72,799

西成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
319,210
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西成区役所 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
510

西成区役所 市民協働課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度成人の日記念のつどい事業用手話通訳経費の支出について
11,000

西成区役所 市民協働課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業用色上質紙の購入経費の支出について
41,580

西成区役所 市民協働課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度西成区成人の日記念のつどい事業用音響経費の支出について
73,000

西成区役所 市民協働課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 種から育てる地域の花づくり支援事業用西成区花づくり広場及び玉出ミニ花づくり広場ビニールハウス修繕経費の支出について
388,500

西成区役所 市民協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権事業用　西成区人権を考える区民のつどい（音楽イベント）周知用ちらし　外２点の作成経費の支出について
136,500

西成区役所 市民協働課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発用ぬりえ・自由帳の作製経費の支出について
179,550

西成区役所 市民協働課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１月分）
19,008

西成区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域協働学習プログラム開発事業「折り紙教室」の実施及び講師謝礼の支出について
5,000

西成区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,702

西成区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,500

西成区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,000

西成区役所 市民協働課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 人権事業用　人権コラム記事への教科書利用にかかる調査資料代の支出について
1,050

西成区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用ラミネートフィルム外８点の買入費の支出について
207,385

西成区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区イメージアップ推進事業用西成ミュージカル開催周知用ポスター・チラシ印刷経費の支出について
73,395

西成区役所 市民協働課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自転車利用適正化事業啓発指導員による放置自転車対策業務委託にかかる委託料の支出について（１月分）
391,533

西成区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用住宅地図外２点の買入費の支出について
43,470

西成区役所 市民協働課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策パトロール用携帯電話使用料の支出について（１月分）
8,355

西成区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全対策事業用青色防犯パトロール車両後輪タイヤの交換にかかる経費の支出について
27,510

西成区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（１月分）
20,460

西成区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１月分）
3,510

西成区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（１月分）
114,955

西成区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業等用後納郵便料金の支出について（１月分）
160

西成区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１月分）
2,560

西成区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（１月分）
90

西成区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業等用後納郵便料金の支出について（１月分）
13,510

西成区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（１月分）
4,720

西成区役所 市民協働課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１月分）
1,040

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用葬祭費出産育児一時金の資金前渡支出について　平成２６年２月分
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用葬祭費出産育児一時金の資金前渡支出について　平成２６年２月分
1,000,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２６年２月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
300,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２６年２月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
30,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１２月分）
15,090

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保険年金事務用養生テープ　外１８点の購入経費の支出について
58,380

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用養生テープ　外１８点の購入経費の支出について
20,150

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用養生テープ　外１８点の購入経費の支出について
81,469

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年１月支給決定分の支出について
300,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２６年１月支給決定分の支出について
545,300

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用充電池（窓口発券機呼出操作器用）の購入経費の支出について
19,950

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般及び退職　平成２６年１月支給決定分の支出について
845,377

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般及び退職　平成２６年１月支給決定分の支出について
28,980

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２６年２月１４日支払予定分）
249,078

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年１月支給決定分の支出について
600,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２６年１月支給決定分の支出について
500,510

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（１月分）
111,858

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１月分）
230,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１月分）
35,367

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（１月分）
550,000
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西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年２月支給決定分の支出について
147,210

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２６年２月２７日支払予定分）
532,982

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１月分）
70,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１月分）
60,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便１月分の支出について
147,130

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便１月分の支出について
59,690

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１月分）
5,628

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１月分）
7,464

西成区役所 窓口サービス課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　退職　平成２６年２月支給決定分の支出について
66,295

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用・ひとり親家庭自立支援調整委員会用お茶の購入について（５３０人分）
2,268

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用・ひとり親家庭自立支援調整委員会用お茶の購入について（５３０人分）
2,268

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
103,987

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
182,574

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
219,516

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
170,437

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
437,624

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
170,131

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
207,258

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　教材代の支出について
27,935

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　介護サービス費の支出について
7,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
531,747

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
499,703

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所２月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所２月分消耗品費（通常保育分）の支払について
240,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業業務委託費支出について（12月分）
244,166

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用・ひとり親家庭自立支援調整委員会用お茶の購入について（５３０人分）
22,176

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年1月決定分）
606,610

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年1月決定分）
219,892

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について
130,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
175,158

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーに関する購入経費の支出について
29,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーに関する購入経費の支出について
54,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・診察料・検査料・移送費の支出について
142,175

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 出産扶助費　出産にかかる処置料の支出について
186,155

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成25年度国立保健医療科学院「健康日本21（第二次）推進のための栄養・食生活の施策の企画・調整に関する研修」の受講に伴う旅費の支出について
32,920

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保険事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（12月分）
13,443

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
72,821

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,462

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
5,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
340,338

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用児童手当給付費の支出について（平成25年10月から平成25年12月分）
60,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区あいりん地域内結核対策事業業務委託（長期継続契約）費の支出について（第３四半期　１０月～１２月分）
3,869,860

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 あいりん結核患者療養支援事業業務委託（概算契約）経費の支出について　第４四半期分（１月～３月）
3,419,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
347,398

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
412,358

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費の支出について
91,035

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
297,976
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西成区役所 保健福祉課 平成26年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
3,150

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年1月決定分）
271,082

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,550

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,217

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,948

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,783

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,890

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
117,580

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
70,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
27,360

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
38,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
8,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
172,260

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
75,807

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
15,680

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
146,442

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
288,173

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
168,170

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
7,182

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・診察料・検査料の支出について
100,225

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
88,770

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・１８０日超入院診療費・非指定医療機関診療費の支出について
573,676

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
746,974

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
5,501,160

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年1月決定分）
398,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１２月分）
22,659

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 成年後見申立用の切手・印紙購入経費の支出について
18,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
3,150

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見申立用の切手・印紙購入経費の支出について
11,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 老人福祉用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支払いについて
992,250

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
151,754

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
99,935

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
164,656

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費・文書料の支出について
56,320

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入について（１２月分）
9,228

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（１２月分）
2,263

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
112,885

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
256,887

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
164,250

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
173,720

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
250,580

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
136,336

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,835

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
597,730

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
578,997

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 出産扶助費　出産にかかる処置料の支出について
248,157



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
1,256,820

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第３期・西成区地域福祉アクションプラン（概要版）印刷及び同経費の支出について
107,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,725

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
65,405

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
52,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,826

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,445

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
56,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
35,520

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
928,121

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活困窮者自立促進支援モデル事業用直線パーテーションほか５点の経費の支出について
236,250

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
172,758

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 備品購入費　庁用器具費 生活困窮者自立促進支援モデル事業用直線パーテーションほか５点の経費の支出について
49,350

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 任期付職員用庁内情報端末修繕にかかる業務委託の実施及び同経費の支出について
65,625

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託料の支出について（平成２５年１１月分）
2,675,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・妊婦健診料の支出について
349,570

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
347,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・妊婦検診料の支出について
372,647

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
141,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について
246,948

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支給について
30,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
2,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用結核健診受診勧奨用ウエットティッシュの購入経費の支出について
367,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用マーカー外２２点の購入経費の支出について
100,978

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 結核健診医療機関受診勧奨用ビラの作成経費の支出について（平成25年12月）
122,430

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
111,050

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年1月決定分）
1,178,850

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
209,527

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
203,409

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
288,009

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
156,462

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
2,560

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費の支出について
173,447

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
9,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業アルコール連続講座にかかる講師謝礼の支出について（１月分）
39,460

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
258,352

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
184,691

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
324,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
87,550

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
70,320

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
182,908

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 地方自治法施行令第１５９条に基づく現年歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
23,760

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
140,105

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
198,460

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　介護サービス費の支出について
88,257

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
90,650
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西成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
98,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
3,150

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区高齢者地域見守り事業及び西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業　委託事業者選定会議用選定委員謝礼金の支出について
49,745

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用フラットファイル外２３点の購入経費の支出について
1,688

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用強力マグネットシート外６点の購入経費の支出について
9,408

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分
7,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　１月分
1,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
225,034

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,998

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,279

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,217

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
104,339

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
210,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
233,730

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
99,240

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（３月分）
182,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
147,759

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（３月分）
90,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（３月分）
700,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・診察料・検査料・１８０日超入院診療費・食事療養費・移送費の支出について
541,440

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（３月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（３月分）
1,500,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用強力マグネットシート外６点の購入経費の支出について
11,067

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用フラットファイル外２３点の購入経費の支出について
26,744

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分
2,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所等にかかる出張旅費の支出について
28,820

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所２月分賄材料費の支払について
4,635,069

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月21日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について
269,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（１２月分）
398,634

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
364,856

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
613,757

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
201,151

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費・教材代の支出について
519,545

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費・教材代の支出について
723,376

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
556,285

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
2,507,915

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
2,842,160

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
2,505,140

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
2,926,670

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２６年１月分）
48,540

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（１月分）
30,570

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業（ＳＳＴ）講師報償金の支出について（１月分）
10,380

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（ＧＷ）講師報償金の支出について（１月分）
18,160
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西成区役所 保健福祉課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２６年１月分）
316,690

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金の支出について（平成２６年1月分）
162,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託料の支出について（平成２５年１２月分）
2,675,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　教材代の支出について
90,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
482,258

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
447,276

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（１月分）
11,360

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（平成26年1月分）
1,739

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年2月決定分）
138,740

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,742

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
35,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
10,840

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
16,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
15,540

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
113,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
145,570

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
131,850

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
52,350

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
34,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
103,350

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
40,740

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
90,340

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
114,580

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
167,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年2月決定分）
589,390

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年2月決定分）
69,354

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる区実施健診のレントゲン読影等業務従事医師報償金の支出について（１月分）
97,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる分館療養相談等業務従事医師報償金の支出について（１月分）
97,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
680

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
3,740

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
57,280

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
4,146

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
20,335

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,785

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
560

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
38,149

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,591,546

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
640

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
880

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
2,630

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
2,930

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
4,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,850

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーに関する購入経費の支出について
85,995

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーに関する購入経費の支出について
92,610
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西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
243,467

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
257,644

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・妊婦健診料の支出について
161,414

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　移送費・おむつ代の支出について
357,745

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費・教材代の支出について
87,151

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費・教材代の支出について
399,725

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
4,315

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
7,650

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
7,570

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
720

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
4,510

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
240

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
6,410

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,075

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
39,253

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
5,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
6,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１月分）
6,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
1,440

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
15,130

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年1月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
46,406

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１月分）
3,185

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
3,150

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
45,055

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
2,688

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
26,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１月分）
160

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用市内出張交通費等の支出について（１０月戻入分）
400

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用複写機賃貸借料（その２）の支出について（１月分）
19,834

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（１月分）
2,408

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１月分）
1,861,519

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１月分）
425,440

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
244,922

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
216,205

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
741,533

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
251,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
49,911

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
2,580

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
400

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
160

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
160

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
2,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
90

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
80

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
800

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
531,830
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西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
22,850

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（10月～12月分）
19,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（平成25年11月～12月分）
16,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
80

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業業務委託費支出について（１月分）
543,850

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
18,192

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
2,560

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
14,250

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業業務委託費支出について（1月分）
244,166

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
153,807

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
17,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ジェルインクボールペン外４４点購入経費の支出について
1,470

西成区役所 保健福祉課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
2,100

市会事務局 総務担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 全国市議会議長会 相談役会議・第１９４回理事会・第９６回評議員会、並びに指定都市協議会第３回総会出席に伴う出張旅費の支出について
55,480

市会事務局 総務担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 全国市議会議長会指定都市協議会事務局長会議・第３回総会出席に伴う出張旅費の支出について
28,020

市会事務局 総務担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 全国市議会議長会 相談役会議・第１９４回理事会・第９６回評議員会、並びに指定都市協議会第３回総会出席（随行）に伴う出張旅費の支出について
50,980

市会事務局 総務担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
48,249

市会事務局 総務担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２６年１月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
44,844

市会事務局 総務担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２６年２月分）の支出について
44,118,000

市会事務局 総務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局用　市会議長「文楽写真入り」名刺の作成経費の支出について
3,000

市会事務局 総務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局用　市会議長名刺の作成経費の支出について
5,775

市会事務局 総務担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２５年７月～９月分）
10,788

市会事務局 総務担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリン給油費の支出について（平成２５年１２月分）
26,832

市会事務局 総務担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 正副議長車用　ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（平成２５年１２月分）
18,200

市会事務局 総務担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 全国市議会議長会指定都市協議会事務局長会議・第３回総会出席に伴う出張旅費の支出について
27,490

市会事務局 総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年２月分）（資金前渡受領者口座振込分）【全国市議会議員団体補償制度保険料等】
2,809,200

市会事務局 総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年２月分）（所得税等）
11,709,460

市会事務局 総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年２月分）（口座振込分）
52,857,340

市会事務局 総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張旅費（１月分）の支出について
10,990

市会事務局 総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
34,731

市会事務局 総務担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 議員海外視察用　マウスパッド外１点の購入経費の支出について
31,080

市会事務局 総務担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（平成２５年度１月分）
111,300

市会事務局 総務担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
40,176

市会事務局 総務担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　後納郵便料金口座引落用資金の支出について
387,500

市会事務局 総務担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 共済費　議員共済会負担金 平成25年度　市議会議員共済会共済給付金にかかる負担金の支出について（平成26年２月分）
33,207,696

市会事務局 総務担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
53,058

市会事務局 総務担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入経費の支出について（１月分）
27,489

市会事務局 総務担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（５台分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
8,289

市会事務局 総務担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市会正副議長用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
17,010

市会事務局 総務担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
31,773

市会事務局 総務担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
12,390

市会事務局 総務担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
16,359

市会事務局 総務担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用プリンタ一式長期借入経費の支出について（１月分）
13,440

市会事務局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局用　市会議長名刺の作成経費の支出について
7,875

市会事務局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,520

市会事務局 総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,120

市会事務局 総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
18,774
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市会事務局 総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
10,788

市会事務局 総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用給茶機保守委託経費の支出について
27,300

市会事務局 総務担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
29,349

市会事務局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（１月分）
19,271

市会事務局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（１月分）（市会図書室）
2,431

市会事務局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 議員海外視察用　大阪市会議員海外視察に関する通訳業務経費の支出について
417,600

市会事務局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 議員海外視察用　大阪市会議員海外視察に関する添乗業務経費の支出について
250,000

市会事務局 総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 議員海外視察用　大阪市会議員海外視察に関するバス借上経費の支出について
470,000

市会事務局 議事担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年１０・１１月大阪市会決算特別委員会（平成２４年度一般会計等決算）の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
283,500

市会事務局 議事担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年１０～１２月大阪市会常任委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
491,400

市会事務局 政策調査担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　追録購入経費支出について
16,500

市会事務局 政策調査担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
73,857

市会事務局 政策調査担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会広報用大阪市会だより（平成２６年２月号）点字版作成業務にかかる経費支出について
20,580

市会事務局 政策調査担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会図書室運営用　製本費支出について
84,000

市会事務局 政策調査担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市政改革特別委員会行政視察に関する土産代の支出について
3,685

市会事務局 政策調査担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市政改革特別委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
25,200

市会事務局 政策調査担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市政改革特別委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
142,350

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ外12件購入経費の支出について
229,292

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（１月分）の支出について
240

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（１月分）の支出について
525

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料の支出について
19,685

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
8,144

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（１月分）の支出について
108,974

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
12,342

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
2,625

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
3,045

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（１月分）の支出について
78,797

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（１月分）の支出について
400

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張等交通費の支出について（１月分）
60,700

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張等交通費の支出について（10～12月分）
7,590

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（１月分）の支出について
7,670

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（１月分）の支出について
6,058

行政委員会事務局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（１月分）の支出について
2,950

行政委員会事務局 監査課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方自治関係実例判例集追録外２点の購入にかかる支出命令について
22,600

行政委員会事務局 監査課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 監査事務用　自治体監査イノベーションフォーラムへの参加にかかる旅費支出負担行為決議兼支出命令について
28,100

行政委員会事務局 監査課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 監査事務用　自治体監査イノベーションフォーラムへの参加にかかる旅費支出負担行為決議兼支出命令について
28,100

行政委員会事務局 監査課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出命令について
13,440

行政委員会事務局 監査課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 監査事務用　平成26年第１回監査報告書の印刷経費の支出について
50,400

行政委員会事務局 任用課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　大都市人事委員会連絡協議会職員研修会（任用関係）への出席に係る旅費の支出について
16,970

行政委員会事務局 任用課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験に係る業務委託経費の支出について
296,730

行政委員会事務局 任用課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験に係る業務委託経費の支出について
79,380

行政委員会事務局 任用課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　採用説明会（龍谷大学 瀬田学舎）への出張に係る旅費の支出について
2,320

行政委員会事務局 任用課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 昇任選考実施に係る業務委託の実施及び同経費の支出について
253,575

行政委員会事務局 任用課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム機器長期借入契約にかかる使用料の支出について
58,065

行政委員会事務局 調査課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 給与調査事務用　「2014年版　賃金・人事データ総覧」の購入にかかる支出について
5,600

行政委員会事務局 調査課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　筆耕翻訳料 公平審査事務用　平成24年（不）第１号事案第１回口頭審理速記料の支出について
47,250

行政委員会事務局 調査課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査事務用　給与調査システム用機器一式長期借入料の支出について（１月分）
38,220

行政委員会事務局 選挙課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙法研究用地方自治関係実例判例集購入経費の支出について
9,900
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行政委員会事務局 選挙課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 選挙法研究用「選挙時報」および「選挙」製本経費の支出について
12,180

行政委員会事務局 選挙課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（１月利用２月請求分）
38,200

行政委員会事務局 選挙課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（１月利用２月請求分）
10,290

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用市内出張費の支出について（２５年１２月）
1,530

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　事務椅子の購入にかかる経費支出について
45,780

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 調度事務用事務用品（製本テープ）の購入及び同経費の支出について
16,317

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（１２月分）
21,445

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（１２月分）
128,931

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 連絡調整グループ事務用　市内出張交通費（12月分）の支出について
700

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　付箋紙外１９件の購入にかかる経費支出について
54,653

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　地方財務実務提要ほか１点の購入経費の支出について
12,700

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（１月分）
191,800

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　デジタル製版一体型印刷機長期借入にかかる使用料の支出について（１月分）
26,126

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出について（１月分）
677,027

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（１月分）
21,210

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について（１月分）
694,540

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
286,074

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（１月分）
176,904

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　外部通報窓口設置にかかるFAX回線使用料の支出について（１月分）
2,628

教育委員会事務局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 一般管理用　教育委員会事務局産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出について
294,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 廃校管理事務用もと大阪北小学校電気料金の支出について（１月分）
34,504

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　西区外３区（58校）にかかる経費の支出について（２回目）
330,750

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　西区外３区（58校）にかかる経費の支出について（２回目）
189,525

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　磁界観察器外２点の購入経費の支出について
31,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 産業教育設備整備事業　包丁・まな板殺菌収納庫購入経費の支出について
166,950

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　月の満ち欠け実験セットの購入経費の支出について
1,524,831

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　演示用空気の流れ実験器の購入経費の支出について
624,225

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用十三小学校借地料（１月分）の支出について
797,418

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用南中学校借地料（１月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 （仮称）中島中学校区小中一貫校学校整備機械設備工事に伴う下水道工事事務監督委託経費の支出について
73,080

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（１１月分）
122,938

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 校舎建設事務用　施設台帳図面管理システム利用パソコン等一式長期借入経費の支出について（1月分）
41,055

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 保全整備業務管理システム用パーソナルコンピュータの長期借入経費の支出について（１月分）
39,879

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　西区外３区（58校）にかかる経費の支出について（３回目）
520,275

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　西区外３区（58校）にかかる経費の支出について（３回目）
199,290

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 産業教育設備整備事業　ディスプレイ一体型パソコン　外１点、定時制高等学校設備整備事業　ノート型パソコン　外２点購入（その２）経費の支出について
1,362,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 産業教育設備整備事業　ディスプレイ一体型パソコン　外１点、定時制高等学校設備整備事業　ノート型パソコン　外２点購入（その２）経費の支出について
608,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 産業教育設備整備事業　ディスプレイ一体型パソコン　外１点、定時制高等学校設備整備事業　ノート型パソコン　外２点購入（その２）経費の支出について
245,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用「建設工事紛争予防・解決の手引き130－131」の購入経費の支出について
8,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 建築基準法質疑応答集＜判例編＞外１点の購入及び同所要経費の支出について
18,900

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度大阪府公立学校施設整備期成会分担金の支出について
24,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　パイプ式ファイル外１４点購入経費の支出について
62,265

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「学校補助金事務提要1022-1023」の購入及び同経費の支出について
6,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　産業教育関係執務提要（２７８－２８２）の購入及び同所要経費の支出について
11,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　埋込片切スイッチＢ外２点の購入及び同所要経費の支出について
29,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　アクアリウムセット外１点の購入経費の支出について
64,050

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　柱上安全帯用ベルトの購入経費の支出について
10,847

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　カラートナー（リコー）の購入経費の支出について
352,527



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（１月分）
7,665

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（１月分）
24,512

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（８ブロック）（１月分）
26,355

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（２ブロック）（１月分）
578,628

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（１ブロック）（１月分）
588,702

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（１月分）
260,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（１月分）
931,457

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（７ブロック）（１月分）
1,116,990

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（１月分）
268,275

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（１月分）
1,679,999

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（８ブロック）（１月分）
1,133,265

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（２ブロック）（１月分）
242,651

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（１ブロック）（１月分）
247,872

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（１月分）
107,310

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（７ブロック）（１月分）
558,495

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（８ブロック）（１月分）
553,455

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（１月分）
109,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（１月分）
367,681

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（１月分）
629,999

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（８ブロック）（１月分）
26,355

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（１月分）
49,025

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（１ブロック）（１月分）
46,476

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（１月分）
45,990

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（１月分）
69,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（２ブロック）（１月分）
37,331

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（１月分）
42,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（７ブロック）（１月分）
62,055

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（８ブロック）（１月分）
26,355

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（１月分）
69,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（１月分）
49,025

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（１月分）
15,330

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（２ブロック）（１月分）
18,665

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（１月分）
34,999

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　トランシーバーの購入経費の支出について
21,714

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　静電高圧発生装置の購入経費の支出について
115,080

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（２月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　教師用実験台（その２）購入経費について
312,900

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　旭区外２区（47校）にかかる経費の支出について（完成）
155,085

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　住之江区外１区（35校）にかかる経費の支出について（完成）
100,695

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　旭区外２区（47校）にかかる経費の支出について（完成）
11,865

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　旭区外２区（47校）にかかる経費の支出について（完成）
19,740

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１２月分）
23,080

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　デジタルカメラ外６点の購入及び同所要経費の支出について
73,626

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１２月分）
37,530

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託の支出について（１月分）
14,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大阪北小学校の機械機動警備委託の支出について（１月分）
57,750

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託の支出について（１月分）
29,925

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託の支出について（１月分）
29,400
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教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託の支出について（１月分）
31,447

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託の支出について（１月分）
25,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託の支出について（１月分）
7,875

教育委員会事務局 学事課 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 就学通知書用改ざん防止シートの作成及び同所要経費の支出について
164,587

教育委員会事務局 学事課 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 支払督促異議申立による訴訟移行にかかる所要経費の支出について
28,800

教育委員会事務局 学事課 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 支払督促異議申立による訴訟移行にかかる所要経費の支出について
22,500

教育委員会事務局 学事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（１月分）
14,925

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式インパクトドライバー　外８件の購入経費の支出について
81,732

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　機械器具費 充電式インパクトドライバー　外８件の購入経費の支出について
69,930

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両の整備業務にかかる修理経費の支出について（なにわ400と5068）
38,535

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　ゴム印の購入経費の支出について
1,764

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 事業班運営用　自動車検査登録制度の実施経費の支出について
201,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 公課費　公課費 事業班運営用　自動車検査登録制度の実施経費の支出について
120,200

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（１２月分）
15,298

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（１２月分）
14,745

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（１２月分）
14,728

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　損害保険料 事業班運営用　自賠責保険料の支出について（２台分）
34,540

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 平成２５年度都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議にかかる出張旅費の支出について
28,020

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事服務管理事務用　追録の購入経費の支出について
31,700

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両の点検整備業務にかかる修理経費の支出について（なにわ400と5069）
41,212

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両の点検整備業務にかかる修理経費の支出について（なにわ400と5254）
35,385

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両の点検整備業務にかかる修理経費の支出について（なにわ400と5255）
96,757

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
14,219

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成25年度　校園文書等逓送業務委託（1月分）の支払について
3,765,642

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 セクシュアル・ハラスメント相談員報奨金の支出について（１月分）
78,960

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事服務管理事務用　追録の購入経費の支出について
9,560

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　管理主事室　コピー代の支出について（１月分）
2,441

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事服務管理事務用　追録の購入経費の支出について
7,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（１月分）
10,708

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（１月分）
1,660

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生トナーカートリッジの購入経費の支出について
30,660

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 追録（行政不服審査事務提要　外１点）の購入経費の支出について
119,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 苗代サービスセンター外３件にかかる回線通信料（２月分）の支払いについて
17,008

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 校園営繕園芸事務所　自動車検査登録制度の実施経費の支出について（2台分）
30,450

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 公課費　公課費 校園営繕園芸事務所　自動車検査登録制度の実施経費の支出について（2台分）
24,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両の点検整備業務にかかる修理経費の支出について（なにわ45と8159）
54,337

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両の点検整備業務にかかる修理経費の支出について（なにわ45ぬ3125）
63,819

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　備品修繕料 事業班運営用　ガス給湯器にかかる修理経費の支出について
102,375

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について(平成２５年１０月分)
52,489

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１０月分）
2,418,309

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の再支出について（平成２５年８月分）
3,280

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について(平成２５年１０月分)
18,123

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１０月分）
670,968

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成25年度検便検査にかかる業務委託経費の支出について（１２月分）
516,091

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 使用料及賃借料　使用料 大阪市学校保健会常任理事・理事会の開催にかかる会場使用料の支出について
5,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 就学時健康診断事業用　就学時健康診断器具滅菌業務にかかる委託料の支出について
1,381,038

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市学校給食標準献立会議構成員報償金の支出について（平成２６年４月・５月分分献立関係）
2,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
281,358
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２５年９月分）
12,558

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
210,105

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２５年度「低学年における歯みがき指導」事業にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
451,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食用冷凍庫外1点買入に関する経費の支出について
4,199,370

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（１月分）
92,977

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１１月分）
1,725,212

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について(平成２５年１１月分)
101,143

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について(平成２５年１１月分市民病院分)
3,690

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１１月市民病院分）
2,970

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１１月分）
447,053

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１１月市民病院分）
2,010

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１１月分）
900,109

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立学校児童・生徒心臓３次検診業務委託費の支出について　南ブロック　１０月分、１１月分
1,712,290

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食関係法規資料集追録購入経費の支出について
16,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 使用料及賃借料　使用料 学校給食献立作成用コンピューター機器賃借並経費の支出について（１月分）
32,445

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,298,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,198,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 聖和小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,508,172

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東都島小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,473,169

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 本田小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,697,484

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 磯路小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,307,725

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉出戸小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,910,256

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 日吉小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,972,884

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長居小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（１月分）
2,120,070

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 放出小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
2,160,785

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加美北小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
2,017,271

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,409,012

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 神路小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,469,990

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,696,685

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,012,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,425,958

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫島小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（１月分）
2,004,198

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,290,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 瓜破小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,628,107

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,405,250

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,822,362

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 粉浜小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,509,413

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫里小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,679,991

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,568,350

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 金塚小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,304,512

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 井高野小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,686,349

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加美南部小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,821,584

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,178,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 五条小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
2,004,538

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 巽南小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,524,084

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,412,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 伝法小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,687,913

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,452,500
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,718,062

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田西小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,909,083

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北恩加島小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,268,285

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 弁天小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,653,471

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東小橋小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,144,814

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 晴明丘小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,828,826

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北巽小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,625,285

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,925,913

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,199,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新高小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（１月分）
2,029,256

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,548,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三国小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,698,453

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,561,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,012,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南百済小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,625,285

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小松小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（１月分）
2,339,285

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,948,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,808,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加賀屋東小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,690,412

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 巽東小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,517,726

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 海老江西小学校の給食調理業委託料の支出について（１月分）
1,239,946

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,416,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 中央小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
2,095,216

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,416,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,158,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２５年８月分）
3,280

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 大阪市立学校児童・生徒心臓検診業務委託契約にかかる経費の支出について　北ブロック　長期継続（概算契約　二回目 終）
6,118,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 大阪市立学校児童・生徒心臓検診業務委託契約にかかる経費の支出について　南ブロック　長期継続（概算契約　第二回 終）
6,745,462

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食献立作成用コンピューターシステムメンテナンス業務委託経費の支出について（１２月・１月分）
94,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 平成２５年度学校給食標準献立外１点印刷業務にかかる経費の支出について（指導資料３月分）
33,471

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,510,395

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南港桜小学校の給食調理業務委託料の支出について（１月分）
1,449,913

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,857,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報回線の使用経費の支出について（1月分）
24,360

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務にかかる経費の支出について（１月分）
315,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（１月分）
155,925

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１２月分）
2,290,812

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について(平成２５年１２月分)
86,811

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１２月分）
789,571

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について(平成２５年１２月分)
4,844

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１２月分）
30,318

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 報償費　報償金 就学時健康診断事業用　就学時健康診断にかかる報償金の支出について（11月分）
8,188,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 報償費　報償金 就学時健康診断事業用　就学時健康診断にかかる報償金の支出について（10月分）
13,445,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年11月分）
33,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 児童生徒定期健康診断用　結核健康診断調査票外６点の印刷にかかる経費の支出について
397,110

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　印刷製本費 児童生徒定期健康診断用　結核健康診断調査票外６点の印刷にかかる経費の支出について
131,040

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 検食用給食の配送（1月～3月）経費の支出について（1月分）
14,175

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成25年度教職員健康診断等業務委託経費の支出について（第２回中間払い）
698,092
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教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教職員休養更衣室用ファンヒーター購入経費の支出について
88,725

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 不当労働行為事件における労働委員会調査出頭にかかる出張命令について
27,900

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 教職員相談事業用　教職員カウンセリングルーム電気使用料の支出について（平成２６年１月分）
3,003

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度船場センタービル修繕積立金の支払いについて（平成２６年３月分）
10,701

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度教職員カウンセリングルーム管理費の支出について（平成２６年３月分）
91,671

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 幼稚園・保育園（所）合同音楽鑑賞会、小学校合同音楽鑑賞会（平成25年12月10日～12月13日実施分）における司会者、客演奏者の報償費の支出について
376,240

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　大阪市音楽団　冬のおでかけコンサート2013（平成25年12月14日実施）における客演奏者の報償費支出について
79,130

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　広告料 演奏維持管理用「第107回定期演奏会」地下鉄駅構内「市政広報板」ポスター掲出にかかる経費の支出について
69,300

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「NHKふたりは 高！大阪SHOWTIME第４回収録(平成25年11月11日実施)」の客演奏者に係る謝礼金の支出について
237,700

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　印刷製本費 演奏維持管理用　「大阪市音楽団　市民音楽教室ＤＸ」リーフレットの制作にかかる経費の支出について
19,950

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 旅費　普通旅費 音楽団職員出張旅費の支出について（１０月分）
62,340

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 旅費　普通旅費 音楽団職員出張旅費の支出について（９月分）
68,390

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団事務所等清掃業務に係る所要経費の支出について（平成25年12月分）
253,400

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「西宮市立安井小学校鑑賞会(平成25年12月４日実施)」の指揮者、客演奏者に係る謝礼金の支出について
98,800

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼講習会「枚方市中学校吹奏楽講習会(平成25年12月１日実施)」の客演奏者(追加)に係る謝礼金の支出について
10,340

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼講習会「枚方市中学校吹奏楽講習会(平成25年12月１日実施)」の客演奏者に係る謝礼金の支出について
54,360

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「大阪府立山本高等学校鑑賞会(平成25年11月15日実施)」の指揮者、司会者、客演奏者に係る謝礼金の支出について
388,680

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 音楽堂維持管理用　大阪市立大阪城音楽堂舞台等運営等業務にかかる経費の支出について（１２月分）
308,700

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「大阪市音楽団と長山善洋によるクリスマスコンサート(平成25年12月25日実施)」の客演奏者に係る謝礼金の支出について
418,580

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「北区親子クリスマスコンサート(平成25年12月20日実施)」の客演奏者(追加)に係る謝礼金の支出について
17,180

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「大阪市音楽団と長山善洋によるクリスマスコンサート(平成25年12月25日実施)」の客演奏者(追加)に係る謝礼金の支出について
28,880

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「北区親子クリスマスコンサート(平成25年12月20日実施)」の客演奏者に係る謝礼金の支出について
86,540

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 平成２５年度小学校合同音楽鑑賞会(旭区民センター開催)会場舞台管理等業務委託にかかる経費の支出について
91,350

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　新春ファミリーコンサート実施にかかる客演指揮者、司会者、客演奏者報償金の支出について
177,900

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団事務所等事業系一般廃棄物収集運搬にかかる経費の支出について（12月分）
1,543

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　大阪市音楽団　冬のおでかけコンサート2013（平成25年12月14日実施）における客演奏者の報償費支出について
11,590

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 演奏維持管理用　大阪市音楽団楽器搬送業務にかかる経費の支出について(平成26年1月分）
215,250

教育委員会事務局 音楽団 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団事務所等事業系一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について
838

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 西成区花園北一丁目（今宮中学校）における長橋遺跡発掘調査業務にかかる委託経費の支払について
9,709,350

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護担当事務用　住宅地図3点の購入にかかる経費の支払いについて
31,800

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 第２回　大阪市立クラフトパーク指定管理者選定委員会の実施および委員報酬の支出について
64,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 備品購入費　機械器具費 識字推進事業用複写機の購入および同所要経費の支出について
186,900

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 平成２５年度「はーと＆はーと」絵本原画展の実施にかかる所要経費の支出について
79,747

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（セロハンテープ外）
63,288

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 人権啓発普及事業人権講演会（２月１４日実施）に係る使用料の支出について
1,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成25年度　よみかき茶屋の実施にかかる報償金の支出について（第３四半期分）
866,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（コピー用紙）の購入にかかる経費の支出について
61,362

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（ホワイトボードマーカー他計３５点）の購入及び所要経費の支出について
58,952

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 もと住吉青少年会館電気使用料の支出について　第３四半期（１０月～１２月分）
25,746

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 家庭教育充実促進事業情報発信（家庭教育コラム）にかかる謝礼の支出について（第６回～第１０回分）
82,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品‐書籍（「みんなの日本語初級Ｉ」外１４点）の購入にかかる所要経費の支出について
23,215

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 第15回「はーと&はーと」絵本『さきちゃんのめがね』の印刷ならびに同所要経費の支出について
1,495,746

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について（１月分）
8,681

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について（１月分）
19,730

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について（１月分）
19,730

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成２５年度第３四半期あべの日本語読み書き教室の実施にかかる報償金の支払いについて（口座振替不能にかかる２名分の再支出）
19,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について（１月分）
597,032

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度大阪市立総合生涯学習センターにかかる施設管理費等の支出について（２月分）
4,474,066
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 識字教室コーディネーター・ボランティア研修会の実施にかかる所要経費の支出について
9,900

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度　キッズプラザ大阪にかかる賃借料の支出について（平成２６年２月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について（１月分）
24,360

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（２月分）
10,735,100

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度大阪市立弁天町市民学習センター不動産賃借料の支出について（２月分）
7,322,985

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 人権啓発普及事業人権講演会（２月１４日実施）に係る講師謝礼の支出について
14,540

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 第３回　大阪市立クラフトパーク指定管理者選定委員会の実施にかかる委員報酬の支出について
64,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 第358回国際人権規約連続学習会「識字のこれまで、いま、そしてこれから」にかかる参加資料代の支出について
1,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度大阪市立阿倍野市民学習センターにかかる施設管理費等の支出について（３月分）
2,871,212

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ１月分）
10,074

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成25年度第1四半期　識字学級（住吉輪読会）の実施にかかる報償金の支出について
8,979

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
350

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ１月分）
378,126

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２５年度教育長表彰用賞状印刷経費の支出について
5,355

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「小学校英語教育重点校」アドバイザー会議（第４回）の実施にかかる経費の支出について（1月6日）
93,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（１２月分）
69,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 コア学科カリキュラム作成委員会第２回「コーチングマインド」部会への出席にかかる出張旅費の支出について
2,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議への出席にかかる出張旅費の支出について
28,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 コア学科カリキュラム作成委員会第２回「ソーシャルマインド」部会への出席にかかる出張旅費の支出について
2,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度全国公開研究発表大会への参加にかかる出張旅費の支出について
37,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 施設一体型小中一貫校における言語活動の充実に関する公開授業にかかる経費の支出について（１月２５日）
25,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国際理解教育日本語指導用図書の購入にかかる経費の支出について
520,713

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ事業用セラミックヒーター外１点購入にかかる経費の支出について
23,730

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 国際理解教育日本語指導用図書の購入にかかる経費の支出について
21,203

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（1月27日）
22,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２５年度手話通訳指導員派遣業務委託料(第３四半期分）にかかる経費の支出について
507,408

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（日本タクシー第３四半期分）にかかる経費の支出について
4,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（１１月分）
6,069,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費（１２月分）の支出について
10,910

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクルーシブ教育システム構築モデル事業における交流学習用物品（紙類）の購入経費の支出について
31,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度食育関係事業全国連絡協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
28,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 都道府県・政令指定都市教育委員会学校体育担当者会議への出席にかかる出張旅費の支出について
28,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ事業用園芸用品（アイスマルチ外１７点）購入にかかる経費の支出について
60,826

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 英語イノベーション事業　データプロジェクターの購入経費の支出について
23,441,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２５年度「体力向上モデル校講習会」にかかる経費支出について（１月３１日）
44,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 桜宮高校コア学科カリキュラム作成委員会（第２回ソーシャルマインド部会）の開催経費の支出について
6,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 桜宮高校コア学科カリキュラム作成委員会（第２回コーチングマインド部会）の開催経費の支出について
7,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育推進事業「帰国・来日したこどもの教育」の日本語指導者報酬にかかる経費の支出について（１０～１２月分）
1,440,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市特別支援学校整備プロジェクト会議の開催経費の支出について（1月30日）
16,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２５年度中学校夜間学級調査研究事業用事務用品の購入及び同経費の支出について
14,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用「情報公開の実務（追録）」外４点の購入にかかる経費の支出について
46,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　賞賜金 平成２５年度全国高等学校総合体育大会出場選手に対する激励金の支出について(３)
3,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校カリキュラム検討会議にかかる謝礼金の支出について（1月31日）
52,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成25年度学校元気アップ支援員市内出張交通費（１１月分）の支払いにかかる経費支出について
22,550

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 幼児期運動指針実践調査研究事業（国委嘱事業）実践園での物品（紙類）の購入にかかる経費の支出について
54,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 幼児期運動指針実践調査研究事業（国委嘱事業）実践園での物品（ＯＡ）の購入にかかる経費の支出について
70,770
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクルーシブ教育システム構築モデル事業における交流学習実施にかかる物品（インク類）の購入経費の支出について
74,424

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２５年度もと幼児教育センター清掃業務委託の実施及び経費の支出について
29,505

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）１月分にかかる経費の支出について
93,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成22年度契約開始分）１月分にかかる経費の支出について
34,650

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）１月分にかかる経費の支出について
78,330

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度教育長表彰に係る会場使用料の経費支出について
49,550

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市特別支援学校整備プロジェクト会議の謝礼にかかる経費の支出について（1月30日）
11,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度学校元気アップ事業学習ボランティア報償費（10月分）の口座不能による再支出について
20,206

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築事業専門家協力者謝礼にかかる経費の支出について（1月分）
17,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度インクルーシブ教育合理的配慮スタッフ謝礼金の支出について（1月分）
83,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度市内出張交通費（１２月分）の支出について
312,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校支援人材バンクシステム機器一式長期借入にかかる経費支出について（１月分）
21,357

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育総合推進事業「発達障がい支援講座(２月５日分）」にかかる謝礼金の支出について
11,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成25年度子どもの安全指導員用携帯電話ＧＰＳ機能付帯にかかる経費支出について（1月分）
47,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度全国学校図書館協議会会費の支出について
42,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 補償、補填及賠償金　賠償金 校内事案（我孫子南中学校）にかかる損害賠償金の支出について
200,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校経営支援業務（法律相談）報酬（１月分）にかかる経費支出について
21,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（１月分）
197,210

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会への参加にかかる出張旅費の支出について
27,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 職業教育訓練センター用熱電対外４点購入にかかる経費の支出について
68,775

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２５年度中学校夜間学級調査研究事業用図書の購入並びに同経費の支出について
51,011

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ事業用インクカートリッジＩＣ６ＣＬ３２外２５点の購入にかかる経費の支出について
165,125

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学校等在籍児童等支援業務委託料（１月分）にかかる経費の支出について
1,619,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式借入経費の支出について(1月分）
808,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム保守業務（長期継続）にかかる経費支出について（1月分）
27,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 中央高等学校　学校管理システム保守業務委託にかかる経費の支出について(1月分）
157,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム保守業務委託（長期継続契約）にかかる経費支出について(1月分）
42,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月分）
355,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入経費の支出について（1月分）
566,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月分）
1,016,085

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
28,224

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入経費の支出について（1月分）
220,185

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式借入及び同経費の支出について(1月分）
177,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（1月分）
621,369

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月分）
708,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月分）
5,670

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費支出について(1月分）
1,389,570

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式借入経費の支出について（1月分）
29,988

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月分）
393,225

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月分）
773,850

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入経費の支出について（1月分）
446,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月分）
1,050,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　学校管理システムコンピュータ機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（1月分）
29,190

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月分）
4,557

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校デザイン教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（1月分）
683,655

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報処理教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月号）
641,550

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 都道府県・指定都市　スポーツ・健康教育・青少年主管課長会議（平成２５年度第２回）への出席にかかる出張旅費の支出について
28,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成25年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代の経費支出について（１２月分）
2,628
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 食に関する指導の充実事業にかかる第２回「栄養教諭を中核とした食育推進事業」検討委員会の経費支出について（２月１２日）
5,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（１２）
5,243,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市学校支援人材バンク活用事業報償金の支出について（１月分）
336,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２５年度幼稚園介助アルバイト（１月分）にかかる経費支出について
1,794,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（１月分）
115,412

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語音声指導支援ボランティア活動にかかる報償金の支出について（１月分）
153,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（１月分）
1,155,190

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（１１月分）
948,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(１月分）
430,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導部にぎわいネット用クライアント機器一式外3点の購入経費の支出について
24,790

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用ゴム印の購入にかかる経費の支出について
378

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 幼児期運動指針実践調査研究事業（国委嘱事業）実践園での物品（教材）の購入にかかる経費の支出について
275,283

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 指導部にぎわいネット用クライアント機器一式外3点の購入経費の支出について
305,508

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（１月分）
714,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（１月分）
468,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）住之江特別支援学校分
2,550,722

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）
5,911,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）
737,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）
850,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）　　　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,697,220

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）
3,024,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）
850,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）
867,510

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）　　　平野特別支援学校分
3,288,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）
737,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）　　　（生野特別支援学校分）
1,010,016

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）　　　視覚特別支援学校分
4,264,512

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）（知的障がい教育部門３コース）
831,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）１コース
924,210

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）　　　東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）分
1,644,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
803,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）
4,762,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）
3,213,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（１月分）　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,606,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校児童・生徒通学用タクシー運行にかかる経費の支出について（１月分）
607,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度児童虐待防止委員会ケース会議にかかる報償費の支出について（豊新小学校）
16,220

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（1月20日・1月30日）
45,510

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット１月分電話代の支出について
5,733

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　報償金 平成２５年度大阪市中学校運動部活動種目別合同練習会に係る講師謝礼金の支出について(第２期)
1,295,000

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 放課後ステップアップ事業・理科支援員等配置事業にかかるスポーツ安全保険料の支出について（１月加入分）
84

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 放課後ステップアップ事業・理科支援員等配置事業にかかるスポーツ安全保険料の支出について（１月加入分）
51

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 放課後ステップアップ事業・理科支援員等配置事業にかかるスポーツ安全保険料の支出について（１月加入分）
2,400

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 放課後ステップアップ事業・理科支援員等配置事業にかかるスポーツ安全保険料の支出について（１月加入分）
4,000

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業にかかる支援員報償金の支出について（１月分）
2,004,580

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 放課後ステップアップ事業にかかる指導員報償金の支出について（１月分）
5,162,680

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業　理科特別授業にかかる報償金の支出について（平成２６年１月分）
99,200

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業にかかるボランティア講座講師謝礼金（１月追加分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業にかかるボランティア講座講師謝礼金（平成２６年１月分）の支出について
101,680
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教育委員会事務局 中学校教育担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 各地域本部　教職員・ボランティア研修（白鷺中学校－２　1月実施分）の講師謝礼にかかる支出について
8,600

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金(12月分）の支出について
1,883

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 大阪市史編纂事業用図書の購入経費の支出について
5,000

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 大阪市史編纂事業用古書の購入経費の支出について
17,850

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成25年度大阪市史編纂事業の所要経費の支出について（第４四半期分）
4,715,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金７月分の支出について
202,390

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　鶴見複合施設　自動扉部品取替修繕経費の支出について
5,586

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 城東図書館水道料金1月分の支出について
1,906

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理料分担金の支出について（12月分）
5,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備分担金の支出について（12月分）
21,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月・追加分）の支出について
87,900

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館防火戸キャッチロック取替え料分担金の支出について
13,566

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館自動潅水メンテナンス委託料分担金の支出について（第３四半期分）
13,965

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（８月分）の支出について
81,213

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 城東図書館ガス料金12月・1月分の支出について
1,993

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　カーペットマット①外１点買入経費の支出について
26,754

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金１２月分の支出について
120,171

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金12月分の支出について
346,751

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 甲種防火管理再講習受講にかかる受講費及び払込手数料の支出について
120

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館空調設備業務委託料分担金の支出について（４半期分３回目）
147,656

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館機械警備業務委託料分担金の支出について（10月～12月分）
10,080

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理再講習受講にかかる受講費及び払込手数料の支出について
4,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 城東図書館電気料金1月分の支出について
117,771

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金1月分の支出について
175,231

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金1月分の支出について
22,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金12月分の支出について
67,345

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金12月分の支出について
56,534

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金12月分の支出について
315,788

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金1月分の支出について
11,839

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館機械警備業務料分担金の支出について（１０月～１２月分）
12,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館一般・産業廃棄物運搬処理料分担金の支出について（12月分）
16,415

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 一般維持管理用　淀川図書館低圧引込工事経費の支出について
1,139,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 北図書館受水槽・高架水槽保守点検料分担金について
11,537

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館機械警備料分担金の支出について（１２月分）
2,898

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館清掃料分担金の支出について（１２月分）
31,353

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金１月分の支出について
159,319

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金１２月分の支出について
249,695

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金１２月分の支出について
31,404

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金１月分の支出について
11,835

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金１月分の支出について
137,258

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金12月分の支出について
7,432

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金12月分の支出について
84,313

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館　電動リフト保守点検業務委託経費の支出について
89,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館　自動制御設備保守点検業務委託の支出について（１月分）
645,183

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 港図書館傘袋代金分担金の支出について
2,466

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館水道料金1月分の支出について
54,540

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 港図書館消防設備点検料分担金の支出について
24,255

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 福島図書館機械警備料分担金の支出について（１０月～１２月分）
7,797
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレベーター保守点検料分担金１２月分の支出について
21,483

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭図書館清掃業務委託の支出について（１月分）
210,758

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江図書館外１館清掃業務委託料の支出について（１月分）
199,030

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花図書館外１館清掃業務委託料の支出について（1月分）
8,338

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港図書館外２館清掃業務委託料の支出について（１月分）
2,570

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北図書館外３館清掃業務委託の支出について（1月分）
4,943

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江図書館外１館清掃業務委託料の支出について（１月分）
658

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花図書館外１館清掃業務委託料の支出について（1月分）
1,691

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 北図書館外３館清掃業務委託の支出について（1月分）
286

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金1月分の支出について
371,248

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金11月分の支出について
78,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金11月分の支出について
7,266

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 福島図書館外２館清掃業務委託料の支出について（１月分）
171,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 北図書館外３館清掃業務委託の支出について（1月分）
356,272

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 港図書館外２館清掃業務委託料の支出について（１月分）
138,130

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館清掃業務委託の支出について（１月分）
276,539

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 島之内図書館外２館清掃業務委託料の支出について（1月分）
389,700

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館清掃業務委託料の支出について（1月分）
1,788,150

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花図書館外１館清掃業務委託料の支出について（1月分）
100,971

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 住之江図書館外１館清掃業務委託料の支出について（１月分）
125,812

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館清掃業務委託の支出について（１月分）
58,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 大阪市立図書館業務委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について（第2回）
80,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金10月分の支出について
6,568

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金２月分の支出について
16,013

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１２月分の支出について
11,495

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１２月分の支出について
149,492

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金５月分の支出について
20,363

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金５月分の支出について
124,343

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金２月分の支出について
181,753

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金10月分の支出について
92,398

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（1月分）
590,205

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（1月分）
7,140,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立図書館　逓送等業務委託経費の支出について（1月分）
2,785,230

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（1月分）
6,352,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館窓口等業務委託経費の支出について（1月分）
12,311,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（1月分）
7,341,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　自動車文庫車運行管理業務委託経費の支出について（1月分）
483,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西淀川図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（1月分）
6,145,408

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（1月分）
5,562,018

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館植栽管理作業料分担金の支出について
62,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館塵芥処理委託料分担金の支出について（1月分）
2,699

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館水道料金1月分の支出について
13,540

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金５月分の支出について
14,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金１２月分の支出について
129,835

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金１２月分の支出について
15,102

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金９月分の支出について
139,904

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金５月分の支出について
147,510

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金１１月分の支出について
10,859
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金９月分の支出について
30,155

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金１１月分の支出について
118,032

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立淀川図書館　機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
8,505

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館　機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
7,875

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（1月分）
30,625

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館仮施設における機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
5,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
11,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
8,295

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
11,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置賃貸借経費の支出について（1月分）
17,325

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館コピー代金（1月分）の支出について
35,406

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金９月分の支出について
425,373

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（1月分）
49,896

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
622

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　非常用照明器具外８点買入経費の支出について
116,655

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金１月分の支出について
142,266

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金２月分の支出について
718

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館電気・水道料金１月分の支出について
4,579

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館電気・水道料金１月分の支出について
142,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレべーター保守点検料１月分の支出について
21,483

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館中央監視装置点検料分担金の支出について（下半期分）
27,562

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用「感じてみよう！国際交流」講師謝礼の支払いについて
8,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用利用者登録申込書の印刷経費の支出について
89,250

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域図書館事業用業務レシート用感熱ロール紙の購入経費の支出について
926,100

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（１月）
56,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 サービス事業用大阪市立図書館利用案内の印刷にかかる経費の支出について
241,500

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用大判プリンター用印刷ロール紙外10点の購入経費の支出について
70,360

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 サービス事業用読書感想画コンクール賞状印刷経費の支出について
22,680

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 対面朗読協力者講習会にかかる講師謝礼金の支出について（平成２６年１月分）
23,320

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成25年度身体障がい者サービス事業用録音図書の購入経費の支出について
282,450

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（２月）
10,500

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用中央図書館行事にかかる講師謝礼の支出について（２月分）
1,920

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（１月地域図書館）
9,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（１月中央図書館）
183,700

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成25年度身体障がい者サービス事業用マルチメディアデイジー図書の購入経費の支出について
31,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用パネルシアター製作用不織布外１点の購入経費の支出について
61,110

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
11,775

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
11,775

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
39,864

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外4館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について（12月分）
23,142

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について（12月分）
68,360

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について(12月分）
70,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞購入経費の支出について（10～12月分）
32,620

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞購入経費の支出について（10～12月分）
1,297,525

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入にかかる契約変更について　10月～12月分
36,555



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
45,408

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分の１）
573,234

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（12月分）
739,422

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 都島図書館外１館閲覧用図書購入経費の支出について
9,900

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入経費の支出について
15,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 福島図書館外１館閲覧用図書購入経費の支出について
8,300

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分の１）
4,213,807

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 福島図書館閲覧用図書購入経費の支出について
3,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について（12月分）
42,722

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 住吉図書館閲覧用図書購入経費の支出について
1,660

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 浪速図書館閲覧用図書購入経費の支出について
1,840

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（１２月分）
127,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（１２月分）
93,642

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
24,924

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外8館視聴覚サービス事業用録音資料購入並びに同所要経費の支出について（1月分）
532,157

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（１２月分）
124,816

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について（1月分）
38,892

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外4館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
211,948

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外7館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（12月分）
191,458

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 読書環境整備事業用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（12月分）
123,914

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分の２）
138,539

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分の２）
1,037,418

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外7館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（12月分）
1,178,886

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外4館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
1,304,821

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 読書環境整備事業用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（12月分）
911,318

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（１２月分）
130,169

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（１２月分）
140,864

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
11,775

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外2館閲覧用中国語図書及びマークフロッピーディスク購入経費の支出について（1月分）
210

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌購入経費の支出金額の変更について（12月分）
126,090

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外2館閲覧用中国語図書及びマークフロッピーディスク購入経費の支出について（1月分）
5,748

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用電子書籍12月刊行分コンテンツ購入経費の支出について
828,783

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外8館閲覧用ハングル図書及びマークフロッピーディスク購入経費の支出について（12月分）
25,620

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外8館閲覧用ハングル図書及びマークフロッピーディスク購入経費の支出について（12月分）
811,633

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用イメージ情報コンテンツ作成業務委託経費の支出について
609,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（１月分）
2,257,500

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（１月分）
1,207,500

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（１月分）
2,000,565

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（１月分）
299,103

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（１月分）
4,129,146

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用英語図書購入経費の支出について（１１～１２月分）
170,103

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム開発等業務経費の支出について(平成25年4月～12月開発経費分)
277,410,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外2館閲覧用ポルトガル語図書及びマークフロッピーディスク購入経費の支出について（12月分）
5,775

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外4館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について（1月分）
70,696

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分の１）
287,899

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ＪＲＳ経営情報サービス」使用料の支出について(平成26年1月分)
10,500

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ＪＤｒｅａｍⅢ」使用料の支出について(平成26年1月分)
46,375

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経テレコン２１図書館パック」使用料の支出について(平成26年1月分)
100,800
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(平成26年1月分)
59,675

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」使用料の支出について(平成26年1月分)
105,840

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ＮＩＣＨＩＧＡＩ／ＷＥＢ　ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ」使用料の支出について(平成26年1月分)
20,475

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成26年1月分)
69,620

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表プレミアム」使用料の支出について(平成26年1月分)
8,310

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成26年1月分)
9,360

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分の１）
2,117,049

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外2館閲覧用ポルトガル語図書及びマークフロッピーディスク購入経費の支出について（12月分）
298,865

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(平成26年1月分)
12,300

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Ｌｅｘｉｓ　ＡＳ　ＯＮＥ」使用料の支出について(平成26年1月分)
42,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(平成26年1月分)
2,752

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料の支出について(平成26年1月分)
15,750

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
245,539

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
292,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Ｎｅｘｉｓ」使用料の支出について(平成26年1月分)
41,580

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
1,803,228

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
1,512,081

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌購入経費の支出について（1月分）
117,141

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ使用料の支出について(平成26年1月分)
6,058

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年1月分)
462,525

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
148,169

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
913,252

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育総合支援事業にともなう図書購入にかかる経費の支出について
24,297

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育総合支援事業にかかる研究発表用紀要及び封筒印刷にかかる経費の支出について（真田山小学校）
12,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 道徳教育総合支援事業にかかる研究発表用紀要及び封筒印刷にかかる経費の支出について（真田山小学校）
102,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 道徳教育総合支援事業にかかる研究発表用紀要の版下再作成にかかる経費の支出について（真田山小学校）
21,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」授業評価資料作成会議に係る経費支出について
15,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（旭陽中学校）にかかる報償金の経費支出について
19,840

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」授業評価資料作成会議に係る経費支出について
16,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「教師力トップアシスト事業」メンター研修会の開催にかかる報償金の支出について
32,580

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（１２月分）
939,330

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（１２月分）
370,818

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（１２月分）
108,486

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（１２月分）
43,470

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
19,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
20,320

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
20,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
19,520

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
19,740

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
19,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
19,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（11）「集団づくり（小学校）」事前指導の実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
7,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
19,460

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
19,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」にかかる講師謝礼経費の支出について（依頼）
18,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
19,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出について（依頼）
10,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１１）「集団づくり（小学校）」に係る講師謝礼等経費の支出ついて（依頼）
19,220
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 「平成２５年度　５年次研修会（３）②」開催にともなう手話通訳派遣にかかる経費の支出について
13,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎改築に伴うパソコン教室、職員室のパソコンの移動及びパソコン教室のＬＡＮ構築業務委託にかかる経費支出について（相生中学校）
570,276

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,833

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルムＡ４外研究指定園及び発達障がい研修支援事業にともなう消耗品購入にかかる経費の支出について
11,217

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルムＡ４外研究指定園及び発達障がい研修支援事業にともなう消耗品購入にかかる経費の支出について
2,958

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用図書室用雑誌(１月分)買入にかかる経費の支出について
20,863

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,140

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（幼教研　保健研究部）研修会にかかる報償金の経費支出について
12,970

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（東都島小）に係る報償金の支出について
17,620

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（東都島小）に係る報償金の支出について
10,620

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（やたなか小中一貫校）に係る報償金の支出について
19,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修３区（西成・住吉・住之江）合同人権研修会実施にかかる使用料の経費支出について
21,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「平成25年度第２回大阪市教育センター研修事業評価会議」出席にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用外　クラフト封筒（角形２号）外１１点の買入にかかる経費支出について
56,028

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用　小学校教育研究会　「第２９回総合研究発表会総括資料」印刷にかかる経費支出について
7,875

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究・研修支援事業用　小学校教育研究会　「第２９回総合研究発表会総括資料」印刷にかかる経費支出について
84,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,140

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育推進教師研修会（３）」に係る講師謝礼等経費の支出について
15,620

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,460

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,740

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「中学校外国語（英語）科研修会（３）」にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,140

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,520

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,320

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼経費の支出について
18,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,420

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育総合支援事業」にともなう研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について（真田山小学校分）
44,620

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座(12)「集団づくり」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用外　クラフト封筒（角形２号）外１１点の買入にかかる経費支出について
1,890

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる外付けハードディスク購入にともなう経費の支出について
78,225

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる外付けハードディスク購入にともなう経費の支出について
46,935

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
8,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
5,660

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
7,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（住吉小）校内研修会にかかる報償金の支出について
6,100

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（舎利寺小）校内研修会にかかる報償金の支出について
11,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（本田小）校内研修会にかかる報償金の支出について
18,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（鴫野小）校内研修会にかかる報償金の支出について
18,540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（東中）校内研修会にかかる報償金の支出について
14,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（阿倍野小）に係る報償金の支出について
9,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（堀江小）に係る報償金の支出について
22,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（堀江小）に係る報償金の支出について
24,840

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）の実施及び同経費支出について(平成26年1月分）
317,919

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター内空気清浄機保守点検業務委託にかかる経費支出について(平成25年12月～平成26年1月分）
16,800
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 第５回ＥＣ研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 ３階研究室用レーザープリンター用トナー購入にかかる経費の支出について
40,740

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（１月分）の支出について
35,728

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究事業用コピー代金（１月分）の支出について
2,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「発達障がい支援講座(１４)」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,680

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（新森小路小）校内研修会にかかる報償金の支出について
10,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について(1月分)
177,450

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる経費支出について(1月分)
34,062

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月分)
129,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費支出について(1月分)
211,155

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費支出について(1月分)
169,470

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（堀江小）に係る報償金の支出について
12,140

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（阿倍野小）に係る報償金の支出について
21,260

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（高速同軸通信方式）（東・西・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
544,152

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
1,121,526

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
718,187

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内LANサーバ及び校内LAN（無線）機器一式借入再リースにかかる経費支出について(1月分)
10,730

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費支出について(1月分)
78,750

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
2,202,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入(1月分)
303,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
2,305,695

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,731,366

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
2,202,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（北ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
203,613

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
704,655

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
831,291

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
813,557

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内LANサーバ及び校内LAN（PLC）機器一式借入再リースにかかる経費支出について(1月分)
1,050

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,929,123

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
241,175

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,457,726

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
2,333,772

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（南ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
208,395

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（東ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
229,208

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,852,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,918,350

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(1月分)
522,553

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,763,874

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
444,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（高速同軸通信方式）（東・西・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
86,268

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
78,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,021,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,683,984

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内LANサーバ及び校内LAN（無線）機器一式借入再リースにかかる経費支出について(1月分)
2,682

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費支出について(1月分)
131,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内LANサーバ及び校内LAN（PLC）機器一式借入再リースにかかる経費支出について(1月分)
525

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,517,578

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
93,618
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（北ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
122,100

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（東ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
87,072

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（南ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
177,848

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,029,420

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,716,624

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
149,962

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
934,920

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(1月分)
229,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
1,731,366

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入(1月分)
112,840

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
929,044

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
73,899

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(1月分)
33,543

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
113,904

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
197,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について(1月分)
4,893,819

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
31,395

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（高速同軸通信方式）（東・西・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
3,318

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
66,129

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(1月分)
17,654

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
4,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東住吉特別支援学校教育用コンピュータ機器用ソフトウェア借入（再リース）にかかる経費支出について(1月分)
10,733

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
104,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（東ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
19,720

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について(1月分)
51,019

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（北ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
4,890

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「情報教育の推進」事業用　教育用コンピュータ機器一式借入（南ブロック）再リースにかかる経費支出について(1月分)
4,850

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 特別企画研修「体罰・暴力行為に関する研修会」にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（１月分）の支出について
2,973

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「情報教育の推進」事業用　授業用ノートＰＣ（平成21年度学校ＩＣＴ環境整備事業により整備）のウィルスバスター契約更新にかかる経費支出について
1,322,406

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「情報教育の推進」事業用　授業用ノートＰＣ（平成21年度学校ＩＣＴ環境整備事業により整備）のウィルスバスター契約更新にかかる経費支出について
524,340

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「情報教育の推進」事業用　授業用ノートＰＣ（平成21年度学校ＩＣＴ環境整備事業により整備）のウィルスバスター契約更新にかかる経費支出について
116,092

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 「情報教育の推進」事業用　授業用ノートＰＣ（平成21年度学校ＩＣＴ環境整備事業により整備）のウィルスバスター契約更新にかかる経費支出について
53,094

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（住吉川小学校）にかかる報償金の経費支出について
10,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業研修会（中教研４Ｂ音楽部）にかかる報償金の経費支出について
9,140

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業研修会（特支研　病弱教育部）にかかる報償金の経費支出について
15,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業研修会（中教研４Ｂ音楽部）にかかる報償金の経費支出について
9,140

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市教育センターフォーラム実施にかかる報償金の経費支出について
23,100

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市教育センターフォーラム実施にかかる報償金の経費支出について
8,740

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業研修会（中教研４Ｂ音楽部）にかかる報償金の経費支出について
8,940

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業研修会（中教研４Ｂ音楽部）にかかる報償金の経費支出について
9,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（八幡屋小）校内研修会にかかる報償金の支出について
10,720

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
351,015

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小・中・特別支援学校　教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）再リース物件保守業務委託にかかる経費支出について(10月分)
236,250

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小・中・特別支援学校　教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）再リース物件保守業務委託にかかる経費支出について(11月分)
236,250

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（１２月分）
351,015

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小・中・特別支援学校　教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）再リース物件保守業務委託にかかる経費支出について(12月分)
236,250

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（昭和中）に係る報償金の支出について
8,460
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 小・中・特別支援学校　教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）再リース物件保守業務委託にかかる経費支出について(10月分)
91,875

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
282,513

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（１２月分）
282,513

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 小・中・特別支援学校　教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）再リース物件保守業務委託にかかる経費支出について(12月分)
91,875

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 小・中・特別支援学校　教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）再リース物件保守業務委託にかかる経費支出について(11月分)
91,875

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（１２月分）
62,622

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
62,622

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
26,838

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 小・中・特別支援学校　教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）再リース物件保守業務委託にかかる経費支出について(10月分)
39,375

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 小・中・特別支援学校　教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）再リース物件保守業務委託にかかる経費支出について(11月分)
39,375

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 小・中・特別支援学校　教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）再リース物件保守業務委託にかかる経費支出について(12月分)
39,375

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（１２月分）
26,838

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 増学級に伴うＬＡＮ構築業務委託にかかる経費支出について（大淀小学校）
262,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業にかかる管外出張旅費の支出について（１、２月分）
551,050

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援」による公開授業（武雄市立山内東小学校）の参観及び佐賀県教育委員会、佐賀市立西与賀小学校の視察について
35,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援」による公開授業（武雄市立山内東小学校）の参観及び佐賀県教育委員会、佐賀市立西与賀小学校の視察にかかる経費支出について
35,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業にかかる出張旅費の支出について（１、２月分）
19,050

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる総務省とのヒアリングへの出席にかかる経費支出について
27,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援事業」大学教授とのヒアリングおよび公開授業の参観にかかる経費支出について
28,420

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「平成２５年度　国立特別支援教育総合研究所セミナー」への参加にかかる経費支出について
36,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　特別旅費 平成２５年度学校教育の情報化指導者養成研修（第２回）の受講について
43,380

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修３区（西成・住吉・住之江）合同人権研修実施にかかる報償金の経費支出について
11,060

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（焼野小学校）にかかる報償金の経費支出について
21,060

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年1月分)の支出について
10,110

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（酉島小）校内研修会にかかる報償金の支出について
11,140

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（今津中）校内研修会にかかる報償金の支出について
37,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（此花中）校内研修会にかかる報償金の支出について
19,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教育センターフォーラム｢教師力トップアシスト事業｣分科会の開催にかかる報償金の支出について
31,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「小中連携コーディネーター研修会（２）」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト（東淡路小）校内研修会にかかる報償金の支出について
15,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年1月分)の支出について
40,340

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年1月分)の支出について
30,330

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年1月分)の支出について
8,540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年1月分)の支出について
68,110

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について(1月分)
28,250

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について(1月分)
64,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について(1月分)
7,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について(1月分)
860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について(1月分)
27,410

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年1月分)の支出について
10,220

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費支出について（長期継続）(1月分)
7,577,989

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
141,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年1月分)の支出について
3,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費支出について（長期継続）(1月分)
4,374,497

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
262,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
30,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
20,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 情報教育推進事業におけるソフトウェアライブラリセンター用ソフト購入にかかる経費の支出について
327,510
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について(1月分)
833,595

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 情報教育用電話代にかかる経費支出について(1月分)
1,122,535

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 情報教育用電話代にかかる経費支出について(1月分)
498,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 情報教育用電話代にかかる経費支出について(1月分)
71,820

教育委員会事務局 管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 情報教育用電話代にかかる経費支出について(1月分)
37,800

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師謝礼金の支出について（平成25年12月18日～20日、平成26年1月8日～10日実施分）
95,040

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校経営管理センター用スティックのり外２４点買入及び同経費の支出について
46,305

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
15,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費　１月２９日払における口座振替不能）の再支給について
32,916

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 中学校夜間学級就学援助費（１月２９日払における口座振替不能）の再支給について
19,610

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費　１月２９日払における口座振替不能）の再支給について
2,064

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１月２９日払における口座振替不能）の再支給について
12,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託及び同経費の支出について（１月分）
56,700

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入及び同経費の支出について（１月分）
22,050

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（１月分）
3,772

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（１月分）
21,160

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム用サーバ装置等　長期借入について（平成２６年１月分）
48,300

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（１月分）
6,520

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（１月分）
51,340

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 ＬＴＯデータカートリッジ外１４点買入にかかる経費の支出について
682,311

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校経営管理センター用　ＣＤ－Ｒ外８点　買入及び同経費の支出について
23,562

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（１月分）
1,306,759

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事務管理用学校経営管理センター事務所の賃借及び同経費の支出について（２月分）
5,309,731

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（１月分）
21,840

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（１月分）
31,500

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ１月分）
14,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（１月分）
145,200

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（１月分）
9,730

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ１月分）
245,350

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（１月分）
171,107

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（１月分）
58,370

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　２月２８日払）の支給について
13,050,762

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　２月２８日払）の支給について
121,237,929

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　２月２８日払）の支給について
2,923,073

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　２月２８日払）の支給について
13,202,009

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用「新一年生の手引」の購入経費の支出について
2,092,900

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（１０月～１２月分）
21,945

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（１０月～１２月分）
9,482

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（１０月～１２月分）
1,165

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（１０月～１２月分）
735

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金用収納代行業務委託にかかる支出について（１月分）
17,640

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 学校徴収金システム等に係る口座振替用フロッピーディスク他の配送業務の支出について（１月分）
17,430

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム等に係る口座振替用フロッピーディスク他の配送業務の支出について（１月分）
34,860

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（１月分）
28,041,254

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（１月分）
56,494,569

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（１月分）
8,014,927

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（１月分）
16,080,501

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（１月分）
2,387,150
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教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（１月分）
4,694,972

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（１月分）
1,782,711

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（１月分）
865,876

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 高校授業料未納対策用　公金納付書（共用）作成経費の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 法的措置（高校授業料・学校給食費）用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
84,550

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金等の経費支出について（１月分）
26,330

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 法的措置（高校授業料・学校給食費）用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東成、生野、阿倍野、東住吉及び平野区内の大阪市立学校(１１７校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
168,834

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 都島、中央、天王寺、浪速、旭、城東及び鶴見区内の大阪市立学校(１１２校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
197,920

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北、福島、此花、西淀川、淀川及び東淀川区内の大阪市立学校(１１１校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
150,480

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西、港、大正、住之江、住吉及び西成区内の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
179,988

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 東成、生野、阿倍野、東住吉及び平野区内の大阪市立学校(１１７校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
78,935

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 北、福島、此花、西淀川、淀川及び東淀川区内の大阪市立学校(１１１校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
59,400

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 都島、中央、天王寺、浪速、旭、城東及び鶴見区内の大阪市立学校(１１２校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
80,841

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西、港、大正、住之江、住吉及び西成区内の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
81,364

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 東成、生野、阿倍野、東住吉及び平野区内の大阪市立学校(１１７校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
6,578

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 北、福島、此花、西淀川、淀川及び東淀川区内の大阪市立学校(１１１校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
7,920

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 都島、中央、天王寺、浪速、旭、城東及び鶴見区内の大阪市立学校(１１２校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
25,089

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西、港、大正、住之江、住吉及び西成区内の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
7,397

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 西、港、大正、住之江、住吉及び西成区内の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
2,466

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 東成、生野、阿倍野、東住吉及び平野区内の大阪市立学校(１１７校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
6,578

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 北、福島、此花、西淀川、淀川及び東淀川区内の大阪市立学校(１１１校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
3,960

教育委員会事務局 学務担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 都島、中央、天王寺、浪速、旭、城東及び鶴見区内の大阪市立学校(１１２校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）
11,150

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（２月支給分）
59,215,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 栄小学校移設に伴うＬＡＮ回線設置等作業業務委託の実施並びに同経費の支出について
94,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 相生中学校改築に伴うＬＡＮ回線設置等作業業務委託の実施並びに同経費の支出について
99,750

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２６年２月　給与の支出について
16,292,651

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２６年２月　給与の支出について
101,504,911

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年２月　給与の支出について
1,215,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年２月　給与の支出について
13,870,109

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年２月　給与の支出について
3,264,865

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年２月　給与の支出について
247,148

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年２月　給与の支出について
2,893,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年２月　給与の支出について
786,011

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２６年２月　給与の支出について
4,883

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月　報酬の支出について
9,202,050

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年２月　アルバイト賃金の支出について
251,970

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月　報酬の支出について
534,140

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月　報酬の支出について
22,375,683

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月　報酬の支出について
539,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年２月　給与の支出について
341,274,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年２月　給与の支出について
27,927,490

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年２月　給与の支出について
13,385,352

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年２月　給与の支出について
58,796,453

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２６年２月　給与の支出について
279,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年２月　給与の支出について
151,732

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年２月　給与の支出について
2,578,969

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年２月　給与の支出について
7,583,209
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年２月　給与の支出について
380,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２６年２月　給与の支出について
14,718

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年２月　給与の支出について
46,970

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（２月分）の支出について
428,828

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月　報酬の支出について
3,172,827

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年２月　アルバイト賃金の支出について
6,981,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（１月分）
24,062,480

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年２月　給与の支出について
87,658,058

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年２月　給与の支出について
36,143,783

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年２月　給与の支出について
4,608,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年２月　給与の支出について
18,241,757

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２６年２月　給与の支出について
244,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年２月　給与の支出について
42,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年２月　給与の支出について
1,844,741

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年２月　給与の支出について
821,570

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年２月　給与の支出について
1,461,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年２月　給与の支出について
2,993,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年２月　給与の支出について
491,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年２月　給与の支出について
36,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月　報酬の支出について
190,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（１月分）
6,864,685

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年２月　アルバイト賃金の支出について
5,023,705

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年２月　給与の支出について
50,761,992

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年２月　給与の支出について
460,604,529

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年２月　給与の支出について
15,429,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年２月　給与の支出について
59,669,389

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年２月　給与の支出について
3,046,745

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年２月　給与の支出について
1,850,849

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年２月　給与の支出について
573,467

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２６年２月　給与の支出について
5,587,288

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２６年２月　給与の支出について
3,923,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年２月　給与の支出について
6,578,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年２月　給与の支出について
6,622,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年２月　給与の支出について
7,389,121

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年２月　給与の支出について
90,844

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月　報酬の支出について
23,330,780

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年２月　アルバイト賃金の支出について
836,620

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年２月　給与の支出について
17,966,074

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年２月　給与の支出について
19,301,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年２月　給与の支出について
944,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年２月　給与の支出について
4,980,708

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年２月　給与の支出について
62,322

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年２月　給与の支出について
93,463

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年２月　給与の支出について
18,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年２月　給与の支出について
816,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年２月　給与の支出について
280,626

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月　報酬の支出について
392,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年２月　アルバイト賃金の支出について
971,118
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託に係る経費の支出について（1月分）
26,805

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（1月分）
176,876

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（1月分）
509,615

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（２月支給分再支出）
40,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（1月分）
334,635

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託に係る経費の支出について（1月分）
1,627,890

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託に係る経費の支出について（1月分）
1,144,518

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入に係る経費の支出について（1月分）
32,886

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム（旧学校財務会計システム）用サーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（1月分）
1,725,780

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託に係る経費の支出について（1月分）
739,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（1月分）
1,403,017

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（1月分）
1,932

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（1月分）
174,132

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（1月分）
46,830

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度校園ネットワーク業務システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（1月分）
20,580

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（1月分）
150,780

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（1月分）
161,448

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（1月分）
145,404

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託に係る経費の支出について（1月分）
70,041,413

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（1月分）
614,565

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（1月分）
232,050

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（1月分）
4,042,366

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（1月分）
13,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（1月分）
872,865

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入に係る経費の支出について（1月分）
984,102

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（1月分）
587,748

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム（旧学校財務会計システム）用サーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（1月分）
6,466,614

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（1月分）
150,927

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（1月分）
475,881

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）1月分
538,408

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）1月分
183,451

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）1月分
472,433

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）1月分
189,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）1月分
198,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）1月分
1,994,545

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）1月分
2,375,206

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）1月分
2,780,502

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）1月分
2,194,074

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）1月分
2,614,953

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）1月分
104,608

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）1月分
308,574

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）1月分
299,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）1月分
118,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）1月分
113,259

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）1月分
1,310,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）1月分
1,688,052

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）1月分
1,468,218

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）1月分
1,507,484
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）1月分
1,143,118

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）1月分
162,453

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）1月分
1,507,207

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）1月分
158,847

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）1月分
1,473,743

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム改修業務委託に係る経費の支出について
70,261,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係る「パソコンサービス」利用料金の支出について（１月分）
10,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 広域災害に備えた給与支給情報のデータ管理用磁気ファイルの保管および集配業務の経費支出について（１月分）
2,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（２月分）の支出について
18,834,501

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１月分）の支出について
4,801,531

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
1,311,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
223,020

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料に係る経費の支出について（1月分）
54,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスに係る経費の支出について（1月分）
53,550

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用グループセキュリティ使用料の支出について（1月分）
1,470

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用グループセキュリティ使用料の支出について（1月分）
420

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 接続回線料に係る経費の支出について（1月分）
485,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の支出について（1月分）
89,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託の経費支出について（1月分）
12,540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入に係る経費の支出について（一期調達）1月分
205,758

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入に係る経費の支出について（二期調達）1月分
8,988

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
2,989,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 接続回線料に係る経費の支出について（1月分）
716,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（２月分）の支出について
69,319,704

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１月分）の支出について
7,010,743

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
250,132

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１月分）の支出について
63,075

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
1,145,215

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（２月分）の支出について
18,345,673

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１月分）の支出について
6,270,008

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
27,579

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１月分）の支出について
609,664

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
495,180

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（２月分）の支出について
93,585,992

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１月分）の支出について
10,880,755

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
456,936

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１月分）の支出について
81,494

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
75,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（２月分）の支出について
6,128,727

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１月分）の支出について
1,321,116

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
26,127

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１月分）の支出について
40,061

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶ごっこにかかる講師謝礼金（１／１４）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 錆び止め塗料　他　購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 壁掛け掲示板購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙の購入の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
49,350
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 トイレタンク水漏れ修理の支出について
8,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１／９　伝統文化・茶道）講師料の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 出前寄席講師謝礼（１／１１）の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１／９　伝統文化・茶道）講師料の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気清浄器用フィルター外の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　他　購入の支出について
121,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙風船外購入の支出について
48,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 立体展開図説明セット外購入の支出について
63,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュバルブ　他購入の支出について
29,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙外購入の支出について
64,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる「チヂミ大会」材料費の支出について
6,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外　購入の支出について
48,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上木琴外購入の支出について
32,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
93,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器洗い用洗剤　外　６点　購入の支出について
32,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカースタンド外購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール名札カバー他購入の支出について
49,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード外購入の支出について
30,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材　外購入の支出について
119,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年大阪体験学習にかかる参加児童消耗品費の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンチ外　購入の支出について
138,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェット専用紙　外購入の支出について
12,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他購入の支出について
85,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理用ＰＣソフト　外８点の購入の支出について
113,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エボナイト棒外購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸かし器購入の支出について
30,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手回し発電機　外購入の支出について
50,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯乾燥機購入の支出について
39,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール温度計　外２４点　購入の支出について
94,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム外購入の支出について
76,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 看板購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙（大判）１０１２枚外購入の支出について
52,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカーほか購入の支出について
36,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　外　購入の支出について
33,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶ディスプレイ等の購入の支出について
11,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３年生七輪体験にかかる焼き網外購入（２／３）の支出について
8,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　外　購入の支出について
127,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドポイントラバー外購入の支出について
36,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文用紙他購入の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チョッキ　他購入の支出について
54,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ表示錠購入の支出について
9,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
18,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックス機購入の支出について
38,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外の支出について
149,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット　外１４点購入の支出について
158,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
21,525
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用ヘルメット他購入の支出について
33,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリたわし　外１８点の購入の支出について
100,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス回転釜用コックツマミ購入の支出について
1,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外購入の支出について
19,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板他購入の支出について
175,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土１Ｋｇ　購入の支出について
25,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究集録製本の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）　印刷の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書館棟１階入口脇ガラス１枚破損修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火戸　順位調整器　修繕工事の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館　屋上止水工事の支出について
136,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 擁壁補修及び塗装工事の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＢＯＸガス栓取替の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関床面滑り止め補修工事の支出について
83,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス湯沸かし器取付工事の支出について
32,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 断裁機修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 チャイムユニットの修理の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス炊飯器修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
6,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　フライヤー修理の支出について
121,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室　カギ　修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理にかかる経費の支出について
30,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　回転釜修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習にかかる参加児童交通費（２／４）の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／４）の支出について
10,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料外の支出について
1,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（２／４）の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に伴う交通費（６年生　２月４日）の支出について
19,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビリサイクルにかかる経費の支出について
1,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（２／４）の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学の交通費（２／４）の支出について
9,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費他（２／４）の支出について
8,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビリサイクルにかかる経費の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 教室カーテンクリーニング処理手数料の支出について
68,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料外の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「京のお祭りぴーひゃらどん」公演業務委託の支出について
310,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足（２月４日）に伴う付添職員入場料の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足にかかる付添職員入場料（２／４）の支出について
23,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／４）の支出について
12,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年　卒業遠足（２／４）使用料の支出について
10,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費他（２／４）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる付添職員観覧料（２／４）の支出について
720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書館管理用ＰＣソフト　外８点の購入の支出について
159,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 リフティー座卓購入の支出について
288,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック（仕様書）購入の支出について
713,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校内ＬＡＮ用サーバ購入の支出について
261,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
263,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スピーカースタンド外購入の支出について
201,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶ディスプレイ等の購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
221,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ミッケ！クリスマス」外購入の支出について
153,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「国語辞典」外購入の支出について
33,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「れいぞうこのなつやすみ」外購入の支出について
167,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べてまとめて新聞づくり」外購入の支出について
34,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スコアブック　他　購入の支出について
80,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シルキークレイ購入の支出について
42,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　他　購入の支出について
93,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　ＲＺ－５７０用　購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスバーナー外購入の支出について
14,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すきまゲージ外の購入の支出について
76,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
52,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　他購入の支出について
17,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢケーブル　外購入の支出について
36,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックスの購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２段台車購入の支出について
18,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ツールスタンド外購入の支出について
134,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー　外　購入の支出について
54,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面ケント紙　外　購入の支出について
45,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グリップテープ　他　の購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク延長コード　外　購入の支出について
62,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
32,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
28,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール４号球　外の購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内　印刷の支出について
36,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室ガラス入替工事の支出について
4,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３Ｆ南サッシ窓ガラス交換工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館東側漏水補修工事（職員室用給水管部）の支出について
72,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 扉の鍵（相談室）の修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート外修理の支出について
165,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバ　修理の支出について
23,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室プログラムタイマー修理の支出について
82,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 車いすバスケット実施（２／６）にかかる使用料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 宮太鼓他購入の支出について
328,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用書籍「永遠の０」他購入の支出について
280,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「空飛ぶ広報室」外購入の支出について
348,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 スポーツマインド講演講師料の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 サッカー部　外部指導者講師料の支出について
21,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ジュニアトレーナー育成講座講師料（１月１４日）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接用ホース外の購入の支出について
21,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ他購入の支出について
33,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バンドソーの購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スパイラルタップ外の購入の支出について
52,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 シンセサイザ修理の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業式案内状他送付に伴う郵便切手購入（２／３）の支出について
30,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 綿糸外の購入の支出について
51,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コードリール購入の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
97,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デスクキャビネット購入の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 花瓶の購入の支出について
3,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　他購入の支出について
54,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
15,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニコーン外購入の支出について
33,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンターの購入経費の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 単位換算定規　外　購入の支出について
25,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロールすのこ　購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
211,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アルコール温度計　外４点購入の支出について
100,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給湯管漏水工事の支出について
119,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機室内機外補修工事の支出について
85,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎３階トイレ汚水管通貫工事の支出について
157,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂厨房排風機不良取替えほか補修工事の支出について
728,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子便所自動洗浄センサー器具取替補修工事の支出について
505,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転釜取替工事の支出について
747,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓修理ガス漏れ修繕の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎廊下側窓ガラスひび割れ箇所入替工事の支出について
29,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 フェンス扉補修工事の支出について
49,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気ダクト清掃の支出について
87,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １年３組前廊下漏水及び音楽準備室壁面補修の支出について
672,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室電源増設工事の支出について
195,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務管理室流し設置の支出について
91,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スロープ改修工事の支出について
363,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分電盤基盤取替工事の支出について
167,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
20,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スポーツタイマー　購入の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機購入の支出について
23,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 親子コーラス指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 音楽鑑賞講師謝礼の支出について
19,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
14,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　外　購入の支出について
24,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリント合板　他の購入の支出について
190,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ外購入の支出について
359,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パネコート　他の購入の支出について
53,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 畳の購入の支出について
21,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色粉　他の購入の支出について
48,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大学入試シリーズの購入の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国朝鮮文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「落語」授業　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び実技指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年陶芸指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ体験にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年陶芸指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権研修　講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研修会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ体験にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワニ口トング　外　購入の支出について
67,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語学習支援ソフトウェア（仕様書）購入の支出について
1,176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用ゴミ袋購入の支出について
1,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外　購入の支出について
6,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点用赤ペン及び赤インク購入の支出について
10,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙　外購入の支出について
66,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道体験にかかる抹茶代他の購入（２／５）の支出について
6,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンイセット　外購入の支出について
25,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
121,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室小型湯沸かし器の購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板の購入の支出について
14,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土外購入の支出について
21,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンター購入の支出について
20,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書外購入の支出について
39,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣインクカートリッジ外購入の支出について
26,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイリングキャビネット外購入の支出について
86,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫購入の支出について
35,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白パヂチョゴリ　外　購入の支出について
87,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙外の購入の支出について
66,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛掲示板　購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デザインペーパー他１８点の購入の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土外購入の支出について
24,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピクチャーレール用フック外購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子オルゴール　外購入の支出について
17,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゴールネット　外購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脇机　購入の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 眼帯他購入の支出について
34,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　外　購入の支出について
63,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
78,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンタ用ロール紙購入の支出について
18,270
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吐処理剤外の購入の支出について
17,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
28,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ発光ダイオード外購入の支出について
8,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤玉土外１件購入の支出について
6,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
63,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル他　購入の支出について
129,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
39,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーマット　外購入の支出について
230,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　外３点　購入の支出について
59,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５０ｍメジャー　外４点　購入の支出について
74,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛炎症シップ剤　他　購入の支出について
28,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる餅他消耗品費（２／５）の支出について
4,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　外購入の支出について
13,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープカートリッジ外購入の支出について
62,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習事業に使用する抹茶・生菓子の支出について
6,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯垢染め出し液　外購入の支出について
87,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水ベニヤ　外１３点　購入の支出について
90,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文練習プリント　外購入の支出について
17,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３年昔体験学習にかかる材料代（２／５）の支出について
7,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プクケース他購入の支出について
99,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニコンプレッサー購入の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
55,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 積重ね式パン箱２３箱購入の支出について
214,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗　外購入の支出について
15,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙　外　購入の支出について
23,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
167,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸ネット　外購入の支出について
28,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスドラムマレット外購入の支出について
53,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
228,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽陶土外　購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生きる力（指導書）の購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電波掛時計他購入の支出について
135,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 創作ヨーヨー外購入の支出について
6,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り器　外購入の支出について
37,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布巾　外購入の支出について
78,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙　外　購入の支出について
236,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 個人帯出カード外購入の支出について
73,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文用紙Ｂ４他購入の支出について
66,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダンボールカート購入の支出について
54,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾絞り器　外購入の支出について
59,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
258,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
71,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙他購入の支出について
9,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　製本の支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
115,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
157,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン修理の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中校舎照明回路改修工事の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整地工事の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館２階普通教室窓ガラス入替の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室（３－２）前後扉ガラス入替工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室入口扉補修工事の支出について
21,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段・スロープの段差の修繕補修の支出について
45,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン修理にかかる経費の支出について
64,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 暖房用ガス栓取替え設備工事の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内インターホン修理の支出について
46,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ピストル他修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルカメラ修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機漏水修繕の支出について
331,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機漏水　応急修繕の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱の修理の支出について
32,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 多目的室ガスヒーポン修理の支出について
107,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
12,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機エディシスＥＤ５００点検補修の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 耐火金庫修理の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス栓修理の支出について
7,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂照明装置修繕の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
19,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場スピーカ不鳴点検修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノの修理の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用焼き物機修繕の支出について
17,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホワイトボード修繕の支出について
45,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂舞台　引割幕修理の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコンプリンター（職員室用）修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 木琴　修理の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱帆布張替の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
18,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習の参加児童交通費・見学料（２／５）の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 読売テレビ見学にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 廃棄家電（テレビ）処分に係る手数料等の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ引取りに伴うリサイクル及び回収経費の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術鑑賞にかかる吹奏楽部の楽器運搬の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２月５日）の支出について
3,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル・収集運搬料の支出について
525



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル・収集運搬料の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 食器洗浄機点検調整の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 廃棄家電（テレビ）処分に係る手数料等の支出について
2,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ引取りに伴うリサイクル及び回収経費の支出について
7,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
267,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
51,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「走れ！ライオン」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習の参加児童交通費・見学料（２／５）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自然体験学習にかかる使用料（２／５～７）の支出について
75,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フロアーマット　外購入の支出について
59,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
225,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット型端末（仕様書）購入の支出について
1,483,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 芝刈機購入の支出について
165,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン購入の支出について
178,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 まな板立て外購入の支出について
130,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校内ＬＡＮ用教育用コンピュータのサーバ購入の支出について
262,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハードル他　購入の支出について
105,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 立奏用鉄琴　購入の支出について
100,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴールネット　外購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ノンタンあそぼうよ」外購入の支出について
367,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書（町たんけんセット）他の購入の支出について
263,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『森は生きている』外の支出について
369,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「命がこぼれおちる前に」他購入の支出について
87,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「リトル・プリンセス」外購入の支出について
77,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜の購入の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 万能やすりセット　他　購入の支出について
168,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイン集成材外購入の支出について
45,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウエス購入の支出について
19,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
147,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピペットボックス外購入の支出について
141,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科戸棚外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材　購入の支出について
30,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂製すのこ　外　購入の支出について
207,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
57,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体式鎮痛消炎剤外購入の支出について
30,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰　購入の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中継ターミナル外５点の購入の支出について
44,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック購入の支出について
57,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
253,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッジトリマ購入の支出について
12,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カードケース　外　購入の支出について
17,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダーの購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
137,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫塑用粘土外７点購入の支出について
76,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シルクスクリーン枠購入の支出について
80,955
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペンほか購入の支出について
197,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 赤ちゃんの誕生（家庭科教材用書籍）外購入の支出について
177,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
33,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッジトリマ　替刃　外　購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピーセットの購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用椅子購入の支出について
305,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用湯茶購入の支出について
8,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学案内　印刷の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス破損補修工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正面玄関点字ブロック補修工事　他の支出について
86,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ユニット保管庫のガラス入替他の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 全自動洗濯機修理の支出について
3,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバ修理の支出について
4,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 重量物運搬作業の支出について
335,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 管理作業員室給湯器撤去の支出について
5,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 塩化カルシウム外薬品処理業務委託料の支出について
241,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 理科戸棚外購入の支出について
171,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書コーナー用書籍ほかの購入にかかる支出について
40,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「青い鳥文庫ができるまで」外　購入の支出について
178,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の購入の支出について
258,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「翻訳家になろう！」外購入の支出について
323,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「舟をつくる」外の購入の支出について
260,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　東京百景　外購入の支出について
358,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「正法眼蔵」外　購入の支出について
323,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「空想科学読本１４」ほか　購入の支出について
72,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 赤ちゃんの誕生（家庭科教材用書籍）外購入の支出について
65,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 技能講習会　講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講演会　講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 人権講演会にかかる講師謝礼金の支出について
13,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲン電球他購入の支出について
65,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
244,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤ほかの購入の支出について
58,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ製リヤカー外購入の支出について
7,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
31,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「インフェルノ　上」　他の購入の支出について
14,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理用部品の購入の支出について
127,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 数学教材作成用ソフト購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 元止湯沸器　３台の購入の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シナランバーコア他購入の支出について
14,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジ他購入の支出について
48,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 出席簿他購入の支出について
28,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザートナーの購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外の購入の支出について
21,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップフィルム外購入の支出について
15,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 録画用ブルーレイディスク外購入の支出について
22,407
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水酸化ナトリウム他購入の支出について
42,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジの購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　ＬＥＤシーリングライト　他の購入の支出について
64,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
287,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
103,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒証台帳の製造の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 入試用ソフトボール（検定１号）購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャナ外の購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒指導要録Ⅰ・Ⅱの印刷の支出について
16,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水管及びシャワー室の漏水補修工事の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５号館機械室冷温水管漏水工事の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 武道館換気扇他取替修理の支出について
38,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターロッキング陥没部補修工事の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 アリーナ１階ホール蛍光灯修理の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン修理の支出について
3,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラムの修理請負経費の支出について
9,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 カメラ付ドアホン子機の修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 無停電電源装置修理の支出について
16,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 キーボード修理の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 溶接技能者評価試験受験料（２／４）の支出について
75,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミ製リヤカー外購入の支出について
76,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バレーボール支柱の購入の支出について
77,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「新聞記者」外の購入の支出について
181,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「インフェルノ　上」　他の購入の支出について
140,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小さな経営論」他購入の支出について
179,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 防水用キズテープ外の購入の支出について
17,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ミョウバン　外　購入の支出について
33,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＮ－棚板外の購入の支出について
213,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 収納ケース外購入の支出について
275,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 油土　他　購入の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーズ　他　購入の支出について
255,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 食品用ラップフィルム　外購入の支出について
38,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
28,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコンプリンター修理及び梱包送料の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸器修理の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンターの修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 パソコンプリンター修理及び梱包送料の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パルスオキシメータ購入の支出について
102,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル外購入の支出について
44,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
182,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電工ドラム外購入の支出について
18,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ピアノ椅子　購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 乾燥機　外購入の支出について
60,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンドマイク　購入の支出について
33,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シューズボックス　外購入の支出について
131,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿機　購入の支出について
61,950
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 科目印箱　購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スキャナ　外　購入の支出について
50,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオプレイヤーの購入の支出について
31,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 事務用はさみ他購入の支出について
99,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルライター　外購入の支出について
18,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
68,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水切り　購入の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フロアシート購入の支出について
98,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネット式プロジェクタースクリーンの購入の支出について
58,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキの購入の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
63,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール購入の支出について
4,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤプレーヤー外の購入の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 地球儀購入の支出について
15,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式植木用バリカン購入の支出について
8,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２年教室前扉取替工事の支出について
871,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎航空機騒音対策ダクトカバー補修工事の支出について
999,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排風機修繕の支出について
48,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 中庭循環ポンプ電源工事の支出について
101,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉補修工事の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 機械実習工場ガス漏れに伴う配管改修工事の支出について
799,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室床樹脂加工補修工事の支出について
148,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室外照明器具取替補修工事の支出について
249,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室ガス栓固着修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂屋根軒裏補修工事の支出について
166,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階女子トイレ洋式便座取替工事の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上排気ファン排気不良修理　外補修工事の支出について
661,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室棟防火扉順位調整器補修工事の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 池噴水用給水バルブ漏水補修工事の支出について
72,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床滑り止め塗装工事の支出について
455,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室改修工事の支出について
970,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具配線補修工事の支出について
87,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門電気錠補修工事の支出について
31,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 火災報知機　修理工事の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口周辺及び渡り廊下鉄部塗装工事の支出について
336,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレドアクローザー取付工事　他の支出について
85,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 雨漏り補修工事の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室床補修の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス固定かまど取替工事の支出について
285,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２号館１階１年１組教室内水栓取替工事の支出について
16,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 転落防止手すり修理の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン修理の支出について
814,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室カーペット補修の支出について
204,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室壁面・梁塗装工事の支出について
174,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事の支出について
386,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 第２グラウンド西側防球ネット工事の支出について
630,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 家庭科調理室の改修工事の支出について
850,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 インターホン設置工事の支出について
427,455
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室動力コンセント増設工事の支出について
159,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 本館職員室ガス管撤去一部引き直し工事の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 休養更衣室設置工事の支出について
278,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 職員室その他改修工事の支出について
630,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターの購入の支出について
125,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スクリーン購入の支出について
142,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　他購入の支出について
290,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルＣＤプレーヤー外の購入の支出について
101,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
192,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックスの購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 不織布ほか３件の購入の支出について
33,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
16,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ござシートほかの購入にかかる支出について
37,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ウレタン塗料　外の購入の支出について
47,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
55,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機の修繕料金の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
5,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
34,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 楽器使用料の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国小学校社会科研究協議会研究大会福岡大会資料の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 Ａｒｔ　Ｓｐａｃｅ　わかな　施設使用料（２／５の支出について
140,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
91,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ことばの練習帳　他購入の支出について
282,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる材料購入（２／６）の支出について
6,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ購入の支出について
85,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習材料購入（２／５）の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
42,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ合板購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙他購入の支出について
68,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち焼きの材料購入（２／６）の支出について
2,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外　購入の支出について
29,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落とし用マット　他購入の支出について
69,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　８切　外　購入の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　他　購入　の支出について
23,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すいとん作り体験学習用材料　購入（２／５）の支出について
8,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
731,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタッキングチェア購入の支出について
360,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館及び西館３階　教室窓ガラス入替工事請負の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室系統排水不良修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン外修理の支出について
98,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 本校４Ｆ男子障害者用トイレカギ修理の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜　修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室コンセント修理の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習の児童交通費・見学料（２／６）の支出について
8,512
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（２／６）の支出について
9,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（２／６）の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／６）の支出について
17,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 官製はがき、切手購入にかかる経費（２／５）の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生校外学習にかかる児童交通費（２／６）の支出について
9,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 防災学習にかかる参加児童交通費（２／６）の支出について
29,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 くらしの今昔館見学にかかる児童交通費（２／６）の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費外（２／６）の支出について
10,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習の児童交通費・見学料（２／６）の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費外（２／６）の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生校外学習にかかる児童プラネタリウム観覧料の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（２／６）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足実施にかかる付添職員入場料の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「パパがやいたアップルパイ」外購入の支出について
236,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おりがみ１２か月」外　購入の支出について
66,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こども和英じてん」外の購入の支出について
63,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はなをくんくん」外購入の支出について
237,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
140,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロの購入の支出について
6,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
170,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックスタンド外購入の支出について
79,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコック外購入の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェギ材料外購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場カーテンネット補修工事の支出について
56,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器ホルン修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市内地下鉄ラリーにかかる参加生徒交通費の支出について
189,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導用に係るレターパック購入（２／５）の支出について
23,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「てるてるあした」　外　購入の支出について
343,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
190,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
6,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 机（１８台）購入の支出について
188,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマウス　外　購入の支出について
14,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワゴン　購入の支出について
25,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 硬筆指導用黒板　外購入の支出について
60,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　購入の支出について
6,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 土砂落しマット　購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール用　作戦盤外　購入の支出について
8,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 乾湿計他購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具取り替えの支出について
65,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３教室照明設備改修の支出について
279,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水管修繕の支出について
64,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 パネルシアターの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
22,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外６件購入の支出について
38,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
22,050
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 木琴（箱）のスタンド他購入の支出について
33,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 遊戯室天井蛍光灯補修工事（２箇所）の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 モバイルルーター外購入の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 軽量カラーマット　外　購入の支出について
179,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用図書購入の支出について
1,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用図書「みんなの群読脚本集」ほか購入の支出について
34,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ペナント外　購入の支出について
95,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習国語辞典の購入の支出について
329,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 児童会活動　大会集録　印刷の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷製本の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 モバイルルーター外購入の支出について
63,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　備品修繕料 サーバー修理の支出について
27,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年異文化体験学習における講師謝礼代の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業にかかる教育活動支援員謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習（昔遊び体験）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
94,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
70,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
61,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多用途接着剤外購入の支出について
173,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　外（集約物品）購入の支出について
137,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面民芸和紙他購入の支出について
91,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
19,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん外購入の支出について
13,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　購入の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科室換気扇４台交換による購入の支出について
78,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙他購入の支出について
70,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット式シート他購入の支出について
92,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター外購入の支出について
87,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め大会用「台紙」の購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
882,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴　外　購入の支出について
59,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙ほか購入の支出について
97,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図形説明器具教材１セット購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
444,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬「のびのびサロンシップ」　ほか　の購入の支出について
77,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
38,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　外　購入の支出について
12,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外３点　購入の支出について
24,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外購入の支出について
81,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画版　外の購入の支出について
221,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
828,744
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蒸発皿　外の購入の支出について
48,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他　購入の支出について
56,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折紙　外購入の支出について
143,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童生徒健康診断表印刷の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼物ねん土　外の購入の支出について
46,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　他購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外　購入の支出について
11,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハングル磁石外の購入の支出について
24,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛　外購入の支出について
20,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸　外購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙外購入の支出について
34,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布の購入の支出について
70,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外購入の支出について
21,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高純度精製水他購入の支出について
16,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカの購入の支出について
215,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
94,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気ポット他購入の支出について
75,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 彫塑粘土外購入の支出について
113,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 汚物嘔吐物処理キット　外　購入の支出について
11,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
51,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
122,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 踏切板　外（集約物品）購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小型湯沸かし器他の購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニア　外購入の支出について
35,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭科調理実習用品しゃもじ他購入の支出について
27,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３年生地域体験学習で使用する　丸餅　外　購入の支出について
11,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製しゃもじ　外購入の支出について
24,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トーンチャイム外購入の支出について
64,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名・校章入り名札製造の支出について
52,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池　外　購入の支出について
232,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 弱酸性次亜塩素酸水　購入の支出について
32,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用紙ほか　購入の支出について
74,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
176,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パネル布外購入の支出について
16,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ　外　購入の支出について
73,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヨーヨー　購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン直線縫い３台購入の支出について
138,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　購入の支出について
35,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工教授用物品「紙粘土」の購入の支出について
23,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 幼小連携体験用物品「鉄心ゴマ」他の購入の支出について
21,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　外　購入の支出について
54,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ外の購入の支出について
33,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用板　外購入の支出について
131,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図画工作科指導用版画板　外購入の支出について
30,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務室外カーテン購入の支出について
89,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外購入の支出について
21,801
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タグラグビーボール他購入の支出について
125,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛外購入の支出について
77,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ　外　購入の支出について
71,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
109,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要表紙印刷並びに製本の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　　印刷の支出について
96,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
29,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
118,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 『平成２５年度　研究紀要』印刷の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
157,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室裏地中配管ガス漏れ修理の支出について
4,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号階段２階照明器具取替工事の支出について
18,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階普通教室入口ガラス取替修理の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス修理の支出について
9,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ換気、コンセント、スイッチ修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠解錠スイッチ補修工事の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修（給食室他）の支出について
64,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
18,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機の修理の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱上面張替修理の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 チャイムユニット修理の支出について
55,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
153,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホチキスの修理の支出について
8,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
71,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室二槽式水槽修理の支出について
22,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ３槽シンク漏水修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ照明器具取替修繕の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理（マリンバ外）の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 外線電話機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育跳び箱補修の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜点火不良修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯乾燥機修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室配膳棚修理の支出について
34,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／７）の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（２／７）にかかる児童交通費の支出について
4,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費外（２／７）の支出について
7,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生社会見学の参加児童交通費（２／７）の支出について
23,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２／７）の支出について
14,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動経費（３年キッズプラザ大阪）２月７日の支出について
17,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（２／７）の支出について
16,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 わたの体験学習　道具使用料外（２／６・２／７）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 刃研ぎ処理手数料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律請負の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会「魔法の笛」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
42,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習参加児童交通費外（２／７）の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動経費（３年キッズプラザ大阪）２月７日の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足に伴う付添職員入場料（２／７）の支出について
23,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足に伴う付添職員入館料（２／７）の支出について
27,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 わたの体験学習　道具使用料外（２／６・２／７）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 音楽鑑賞会にかかる児童入場料（２／６）の支出について
27,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機　外　購入の支出について
120,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エンジン式薬剤噴霧機　購入の支出について
128,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板用ノート型パソコンの購入の支出について
96,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 業務用給湯器　購入の支出について
299,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
115,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 踏切板　外（集約物品）購入の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンターの購入の支出について
51,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トーンチャイム外購入の支出について
84,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「崖の上のポニョ」外購入の支出について
189,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の購入の支出について
97,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔法の庭ものがたり１３」外購入の支出について
179,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「龍の子太郎」他の購入の支出について
170,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ミッケ！」外購入の支出について
69,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いきいきしせい」外購入の支出について
137,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ガラクタ工作セット」外購入の支出について
107,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「マンガ版　将棋入門」外購入の支出について
397,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　「ぼくら」シリーズ他購入の支出について
295,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「さんすうだいすき」外購入の支出について
398,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生職業講話にかかる講師謝礼（１／１７実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生職業講話にかかる謝礼（１／１７実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 沖縄調べ学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸　外　購入の支出について
22,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非常用アルミシート購入の支出について
52,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマルチペーパー、他購入の支出について
188,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
138,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書ラベル外図書装備用品購入の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングチューブ　外　購入の支出について
48,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 共同制作用朴材外　購入の支出について
15,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽しいＡＢＣひもとおし　外　購入の支出について
50,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム外購入の支出について
31,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サスペンドシンバル　外　購入の支出について
109,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん液　外　購入の支出について
60,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オープンラック（組立式）購入にかかる支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
162,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教材「うごきのことば」外購入の支出について
14,164
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
55,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 川砂　ほか　購入の支出について
104,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両刃鋸　外　購入の支出について
83,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙バンド外購入の支出について
36,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
119,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液状のり　ほか　購入の支出について
58,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スロープボード　ほか　購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キッキングティー外購入の支出について
51,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（２月６日払い）　　　　　　　　の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー（特定小電力交互通話方式）購入の支出について
52,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手外購入の支出について
80,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコック　購入の支出について
36,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣソフト「アドビ」外　購入の支出について
46,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急処置用鎮痛消炎湿布購入の支出について
20,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 綿パヂチョゴリ　外　購入の支出について
62,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード　外　購入の支出について
8,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
764,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット　外　購入の支出について
59,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
9,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画連結額縁外購入の支出について
58,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー外購入の支出について
34,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科映像資料集　購入の支出について
80,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
869,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学の手引き印刷の支出について
32,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２６年度入学のしおり　印刷の支出について
33,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階出入り口ガラス入替え修繕の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗い場洗面器　補修の支出について
57,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関門扉電気錠修理の支出について
28,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 管理作業員室カギ交換　修繕の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット　外　修理の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 マイクコード修理の支出について
6,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（２月６日払い）　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
14,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 給茶室ガス給湯器不具合箇所修理の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス他の修理の支出についての支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用精白米購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（２月６日払い）　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴールネット購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 踏切板　外（集約物品）購入の支出について
121,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「漢文を学ぶ（１）」　他　購入の支出について
248,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「うぶめ」外購入の支出について
47,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教材ソフトの購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 刺しゅう針外購入の支出について
19,435
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バイトホルダのセット外の購入の支出について
52,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインマーカー購入の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
220,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
190,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドリルドライバー用パックカバー他購入の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌タワシ外購入の支出について
13,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 普通旋盤作業技能検定３級用工具類購入費（２／６の支出について
10,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒証・生徒証発行台帳の印刷の支出について
23,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル　他の購入の支出について
82,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 エコデンカー運搬業務の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 耐寒マラソン（２月７日実施）会場使用料外の支出について
30,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコンの購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「現代中国」他購入の支出について
77,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
84,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
284,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 車椅子体重計修理の支出について
20,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 車椅子体重計修理の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 車椅子体重計修理の支出について
4,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「キンギョの転校生」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インフォメーションディスプレイ外（仕様書）購入の支出につい
1,575,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「もうおねしょしません」　外　購入の支出について
256,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　購入の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テレビ　他購入の支出について
126,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ボールバック　購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ホッチキス　ほか　の購入の支出について
34,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式ブロア購入の支出について
25,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 事務用回転いす　購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット２本購入の支出について
1,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビーカー　購入の支出について
2,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 衝立　購入の支出について
41,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 会議室用椅子の購入の支出について
267,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 特別支援の国語教材初級外購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール他購入の支出について
36,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書庫購入の支出について
20,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小学生ハンドボール　外　購入の支出について
99,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チョゴリ　外購入の支出について
123,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステンレス丸ザル外購入の支出について
24,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 両面マグネット購入の支出について
3,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ購入の支出について
19,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 踏切板　外（集約物品）購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発砲樹脂大三角定規他購入の支出について
31,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 机上台購入の支出について
3,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器　購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 作戦盤の購入の支出について
2,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　外（集約物品）購入の支出について
26,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
7,581
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
79,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場の改修工事の支出について
974,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階女子トイレ給水管補修工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室裏口鉄扉ガラス入替補修の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂　バック幕及びバトン移設工事の支出について
120,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 投光器用電源配管外補修工事の支出について
85,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 被服室作業台コンセント設置補修の支出について
57,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎　家庭科室漏水補修工事の支出について
196,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎便所ブース建具ほか補修の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外グリーストラップ及び会所外詰り修理の支出について
165,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替工事の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バレーボールコート補修の支出について
78,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室漏水補修工事の支出について
298,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館男子便所漏水補修工事の支出について
150,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転釜改修工事の支出について
373,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室トイレ詰り修理工事の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室配膳棚サッシ補修工事の支出について
54,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室固定釜改修工事の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室棟　西面外壁補修の支出について
299,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎外壁補修工事の支出について
760,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
98,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
308,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 タックルバッグ　購入の支出について
49,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マリンバキャリングバッグ　購入の支出について
267,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　　デジタル１眼カメラの購入の支出について
73,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラー不織布　他　購入の支出について
48,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙他の購入の支出について
76,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 児童生徒異動報告書　外（集約物品）購入の支出について
97,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 アスレチック遊具補修工事の支出について
63,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 オーニングテント張替え工事の支出について
152,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 木琴修理の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付添職員入場料（２／１０）の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コルクボード　外　購入の支出について
4,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＢＤプレーヤー他の購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
89,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本臨床心理士会定例研修会Ⅱ（大阪）参加会費の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 東京学芸大学附属小金井小学校研究大会参加費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「生命の授業」に関わる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「生命の授業」に関わる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「生命の授業」に関わる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「生命の授業」に関わる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族楽器舞踊の指導にかかる講師謝礼（１／２２）の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化交流学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（昔遊び）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（昔遊び）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 歴史教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本読み聞かせ講師謝礼金の支出について
13,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化交流学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（昔遊び）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「視覚障害等」に関わる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（昔遊び）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉教育（視覚障害者）講話にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用ベニヤ板　外　購入の支出について
64,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤコンポ外購入の支出について
161,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他購入の支出について
129,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フューザーユニットキット　購入の支出について
28,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゅう酸タライ外購入の支出について
13,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 針金他購入の支出について
47,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
45,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙、他購入の支出について
55,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる「おもち大会」材料費の支出について
5,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ　外　購入　の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ　他　購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副教材「よさみストーリー」購入の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
42,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙・外　購入の支出について
104,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス購入の支出について
31,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
50,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初用台紙他購入の支出について
98,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン外　購入の支出について
27,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
37,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育指導用図書「楽しい運動遊び」購入の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　外　購入の支出について
214,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラ苗　他　購入の支出について
57,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポソン他購入の支出について
50,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液　他　購入の支出について
5,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三徳包丁　他　購入の支出について
31,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ざる　他購入の支出について
73,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
42,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用インク　外購入の支出について
109,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　他　購入の支出について
28,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
855,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリペール　外購入の支出について
96,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙（Ａ４判）外購入の支出について
77,050
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 延長コード外購入の支出について
52,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサーベルト購入の支出について
13,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
32,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「みそづくり体験学習」に伴う大豆等購入２／７の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車練習スタンド外購入の支出について
70,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス他購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーテーブル購入の支出について
32,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ他　購入の支出について
101,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他購入の支出について
52,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス購入の支出について
16,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
94,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい音楽２年」ＣＤ　購入の支出について
12,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童生徒異動報告書　外（集約物品）購入の支出について
243,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二酸化塩素発生剤購入の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール製剤・外　購入の支出について
43,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用掛け時計外購入の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　外購入の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振り子実験器　外購入の支出について
126,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ　外　購入の支出について
100,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗剤外　購入の支出について
55,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
673,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール学校間仕切用戸車　購入の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 錆止め塗料他の購入の支出について
44,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
34,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 七輪他購入の支出について
34,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水外購入の支出について
18,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター　外　購入の支出について
93,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３年社会見学に伴うパン購入（２／１０）の支出について
949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学級新聞「すがはら」印刷の支出について
33,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷・製本の支出について
94,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２５年度研究紀要印刷及び製本の支出について
105,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス修理代の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関前排水管補修工事の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス入替の支出について
6,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂正面入口の扉補修工事の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室前廊下止水栓補修工事の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理費の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン４台の修理の支出について
9,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動断裁機修理　請負契約の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 うさぎ治療費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
14,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 緞帳の追加修理の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 座高計　修理　請負の支出について
43,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
13,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫　修理の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校長室・事務室空調機室外機修理の支出について
78,582



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 緞帳外　修理の支出について
221,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラジオカセッター　他　修理の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
51,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 パソコンリサイクルにかかる経費の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／１０）の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる交通費　２／１０の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 教室改造工事に伴う重量物運搬の支出について
367,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学参加児童交通費（２／１０）の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（２／１０）の支出について
24,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 パソコンリサイクルにかかる経費の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 平成２５年度日本漢字能力検定検定料の支出について
111,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 漢字検定受験料の支出について
228,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
69,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「影絵劇団かしの樹」公演　業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務　委託の支出について
44,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 音楽鑑賞会にかかる参加費（２／７）の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビハンガー購入の支出について
250,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インクカートリッジ外購入の支出について
38,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械購入の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「銀河鉄道の夜」外　購入の支出について
160,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「わんぱくだんのかくれんぼ」他購入の支出について
325,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第６０回　小学校教育研究会参加費（２／８）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャコペーパー他購入の支出について
9,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 民族物品「モジャ（帽子）」外購入の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
57,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アコースティックギター購入の支出について
161,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 芳香剤外　購入の支出について
24,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮粘着布包帯外購入の支出について
17,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール、外購入の支出について
65,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 とびなわ　外　購入の支出について
35,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外購入の支出について
91,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿空気清浄器購入の支出について
33,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機部品（圧胴クランプ）　購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス戸車　購入の支出について
11,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
469,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すべり止めロジン　外　購入の支出について
29,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
381,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌フェイスタオル他９点購入の支出について
47,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 児童生徒異動報告書　外（集約物品）購入の支出について
27,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハサミ外購入の支出について
22,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト他６点購入の支出について
172,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠、他購入の支出について
38,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具取替工事の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ修理　外の支出について
140,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 通用門電気錠修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「風に立つライオン」外　購入の支出について
107,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 調理実習用調味料オリーブ油購入の支出について
9,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ピペット掛外購入の支出について
94,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２１期生国語科卒業作品集の購入の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
72,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク購入の支出について
98,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトウェア購入の支出について
62,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 豚の眼球外の購入の支出について
29,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光管の購入経費の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アセチレンガス他購入の支出について
35,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 児童生徒異動報告書　外（集約物品）購入の支出について
46,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレススピーカー外購入の支出について
65,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フライスモーター他購入の支出について
66,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 止めねじ外の購入の支出について
27,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日商簿記検定問題集購入の支出について
3,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入経費の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
125,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 七宝用具　炉床板外購入の支出について
17,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用ごみ箱購入の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
25,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 食物実習室製氷機修理の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 細断機の修理の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 映画鑑賞会にかかる入館料（２／７）の支出について
190,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スクリーン外　購入の支出について
295,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 児童生徒異動報告書　外（集約物品）購入の支出について
8,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 配合肥料　他　購入の支出について
4,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
104,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アンプ外の購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
16,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニバーサルフレーム用　伸縮ロープ　外購入の支出について
15,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリボタン電池　外購入の支出について
66,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「天満のとらやん」上演　業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アンプ外の購入の支出について
109,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
45,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 刺抜きピンセット購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニサッカーネット　外の購入の支出について
53,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小便器自動洗浄装置購入の支出について
79,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゲームシャツ（校名入り）外購入の支出について
95,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 湿温度計　購入の支出について
11,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 折りたたみシールド　外購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式芝刈り機外購入の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓球トレーニングボール　外　購入の支出について
23,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 屋内スポーツリバーシ外購入の支出について
26,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ機器　購入の支出について
39,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤカセットレコーダー購入の支出について
132,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　自転車　外購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インパクトドライバ　購入の支出について
14,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ワイヤレスアンプ　外購入の支出について
103,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール　購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食缶　購入の支出について
11,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ボールカゴ　外　購入の支出について
36,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車の購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ボール整理かご　他　の購入の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備補修の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明補修工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 室内機の洗浄工事の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室背面全面掲示板設置工事の支出について
438,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス入替の支出について
16,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外塀補修工事の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉引手補修工事の支出について
128,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明自動昇降機（取替）補修工事の支出について
195,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
109,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室溝改修工事の支出について
269,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４号館３号館外壁補修工事の支出について
999,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室内線設備補修工事の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎１階教室害虫被害補修工事の支出について
257,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館運動場側外廊下改修工事の支出について
731,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
82,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　自転車　外購入の支出について
46,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　ワイヤレスアンプ　外購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクターの支出について
63,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,127,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
325,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科教員土曜塾にかかる講師謝礼金の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 図書　小学館こども大百科　外購入の支出について
21,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍「マジックツリーハウス　外」　購入の支出について
109,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教育実践用図書　購入の支出について
4,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
149,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
136,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 がんばる先生支援作成教材送付にともなう郵送料の支出について
10,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 図書　小学館こども大百科　外購入の支出について
93,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
19,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
34,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の暮らし体験講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１／１６伝統文化・和菓子）講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１／１６伝統文化・和菓子）講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 いのちのふれ合い授業の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる材料代（２／１２）の支出について
3,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インク外購入の支出について
84,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
73,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸水外購入の支出について
35,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中芯温度計　他購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書　「ルパン＆ホームズ」外購入の支出について
43,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床油購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 誘導灯・非常照明器具バッテリー　外　購入の支出について
36,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除藻剤　購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子辞書購入にかかる経費の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ボード他購入の支出について
124,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判インクジェットプリンタ用インク他購入の支出について
84,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入の支出について
10,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外購入の支出について
66,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
146,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグシート　他　購入の支出について
61,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙４つ切外購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ外購入の支出について
104,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストーブガード購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　の購入にかかる経費の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外購入の支出について
28,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ギロ　外購入の支出について
17,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　マゼンタ　外　購入の支出について
70,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーデンシクラメン他購入の支出について
16,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＣアダプター外購入の支出について
132,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
79,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット・外　購入の支出について
29,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポストバー外購入の支出について
77,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リットルます外購入の支出について
295,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ、キンサンモセットの購入の支出について
31,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
84,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習にかかる講師謝礼（花束）２／１２の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スネアドラムスタンド　外購入の支出について
77,590
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数セット購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルキーボード購入の支出について
31,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤外購入の支出について
20,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
33,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓄圧式消火器　外　購入の支出について
21,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー他購入の支出について
69,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 本蓚酸実用鍋の購入の支出について
22,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入にかかる経費の支出について
196,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外　購入の支出について
120,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いチェック教材・湿布・冷却シート他購入の支出について
75,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ－Ｒ外購入の支出について
14,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ　他　の購入にかかる経費の支出について
19,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角定規　外購入の支出について
77,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平面鏡　外購入の支出について
87,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品購入の支出について
116,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土木園芸鋸用替刃　外購入の支出について
18,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン用部品購入の支出について
132,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード外購入の支出について
232,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角パイプ他の購入の支出について
119,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究収録　印刷の支出について
83,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
79,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 写真現像（２／１０）の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
62,909,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 便所尿石除去の支出について
81,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室窓のガラス補修の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 分電盤補修工事の支出について
85,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館西側１階窓硝子取替の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図工室窓及び廊下窓のガラス補修の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館１階事務管理室照明器具取替工事の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館４階女子多目的トイレ漏水補修工事の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トレーニングタイマー修理の支出について
12,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ボイラー点検修理の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 本校職員室用印刷機修理の支出について
17,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機ＲＺ６３０修理の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館倉庫鍵修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
32,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フル２線式リモコンスイッチ修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遠赤外線ヒーター部品取替修理の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エプソン　プリンタ修理の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 分校用裁断機修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
9,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機ヘッド部分修理の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修繕の支出について
14,490
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 厨房業務用冷凍冷蔵庫修理の支出について
23,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機２台修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる交通費（２／１２）の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費２／１２の支出について
19,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる児童交通費外（２／１２）の支出について
6,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（２／１２）の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律の支出について
23,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 アフリカ音楽鑑賞の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 合同演奏会にかかる参加児童鑑賞費（２／１０）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる児童交通費外（２／１２）の支出について
14,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＡＣアダプター外購入の支出について
160,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ドアホンセット購入の支出について
343,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大判インクジェットプリンタ購入の支出について
273,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パソコンデスク購入の支出について
159,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 人体解剖模型（仕様書）購入の支出について
376,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポストバー外購入の支出について
42,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
296,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 砂場シート購入の支出について
95,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「さかなのかたち」外図書室用図書の購入の支出について
309,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「だじゃれ日本一周」他購入の支出について
310,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめてのかり」外　購入の支出について
271,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　どんなかんじかなあ　外購入の支出について
368,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねずみくんの絵本」外購入の支出について
351,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 銅版いぶし液他購入の支出について
88,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
73,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピートナーカートリッジ外購入の支出について
95,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜ほか購入の支出について
40,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
52,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外の購入の支出について
27,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「データでみる県勢」他購入の支出について
10,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名刺型名札　購入の支出について
5,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子辞書購入の支出について
236,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型湯沸かし器購入の支出について
35,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書の購入の支出について
61,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板他購入の支出について
59,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ラケット外購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ＤＶＤ　購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 一般電球外購入の支出について
84,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゲームシャツ　購入の支出について
30,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 銅板外購入の支出について
46,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英検準２級総合対策教本外購入の支出について
145,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動糸鋸刃外購入の支出について
38,398
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 多目的室スリッパ購入の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳外製造の支出について
61,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学案内印刷の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内　印刷の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
26,560,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館外壁ＡＥＤ用コンセント増設外工事の支出について
115,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理室内排水管漏水補修工事の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室空調設備補修の支出について
41,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
34,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス外修理の支出について
14,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡　他　修理の支出について
14,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴うレターパック購入（２／１０）の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 グロッケン　外（仕様書）購入の支出について
539,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インターホン購入の支出について
94,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「瀬戸内少年野球団」外購入の支出について
361,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「戦火の馬」、他購入の支出について
383,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「世界の食文化」外購入の支出について
340,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『清須会議、他』購入の支出について
292,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「愛の夢とか」外購入の支出について
329,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（１月分）の支出について
85,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ジュニアトレーナー育成講座講師料の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 保護者対象キャリア教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
23,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ外の購入経費の支出について
11,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード　他の購入の支出について
60,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザートナーの購入の支出について
32,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
169,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エアコン用フィルターカバーほかの購入の支出について
59,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
28,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,693,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室（３－７）北側窓ガラス補修の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＳＤＨＣカード　他の購入の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポーツタイマー他　購入の支出について
269,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 中学部学部活動合唱及び合奏の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 合成綿外購入の支出について
72,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アイパッド２外購入の支出について
229,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,415,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスエアコン室外機　修繕工事の支出について
65,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ピアノ修理の支出について
41,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 収容対策に伴う普通教室その他改修工事の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 学習室改修工事の支出について
309,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットクリップ購入の支出について
2,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 合唱用ＣＤ　外　購入の支出について
68,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 指揮棒　の購入の支出について
3,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トランポリン　購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
58,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロジェクター購入の支出について
49,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドライヤー他購入の支出について
10,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ他購入の支出について
30,450
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 衛生容器の購入の支出について
3,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ジュニアサッカーゴール　他　購入の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校章旗・大阪市旗の購入の支出について
41,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室・事務室出入口扉補修の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室・トイレ照明器具　取替工事の支出について
33,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バドミントン支柱用床金具取替補修工事の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援学級　蛍光灯用ガード取付け工事の支出について
48,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室コンクリート架台増設工事の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３Ｆエレベータホール前漏水補修工事の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館北一階、二階便所補修工事の支出について
133,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エレベーターホール壁面補修工事　他の支出について
131,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 貯水槽マンホール取り付け他補修工事の支出について
87,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 低圧電力盤電流計切替スイッチ取替工事の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂出入り口・勝手口修理工事の支出について
37,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 耐震工事のかかるコンピュータ室移設作業の支出について
999,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 指揮棒　の購入の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ジュニアサッカーゴール　他　購入の支出について
202,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 歌唱指導講師への謝礼の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 歌唱指導　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 歯みがき指導顎模型他２件購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
7,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 白ケント紙、白模造紙の購入の支出について
3,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 卓上鉄琴　外　購入　の支出について
47,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーポリ袋ほかの購入の支出について
78,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 加湿器購入の支出について
34,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名印購入の支出について
16,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
17,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 セロテープ外　購入の支出について
122,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 小たいこ修理の支出について
2,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ修理の支出について
99,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 保育室ピアノ調律の支出について
35,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 進路ガイダンス　講演会講師謝礼金の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習公開・初等教育研修会にかかる資料購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研究会　講師謝礼の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習（昔遊び体験）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓演奏指導にかかる講師謝礼（１／２３）の支出について
9,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓演奏指導にかかる講師謝礼（１／１４）の支出について
9,980
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
47,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「彼の手は語りつぐ」外購入の支出について
301,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルワゴン外購入の支出について
79,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用牛乳購入の支出について
9,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーズ外購入の支出について
47,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材２年くり返し漢字ドリル外購入の支出について
26,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄琴マレット　外購入の支出について
22,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うがい薬他購入の支出について
50,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校活性化推進事業にかかる花束購入（２／１３）の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すいとん作り体験学習用材料　購入（２／１２）の支出について
1,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス緊急補修の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用回転釜修繕の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理請負の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用コッペパン外購入の支出について
10,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年生社会見学実施にかかる児童の交通費２／１３の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／１３）の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生社会見学にかかる児童交通費（２／１３）の支出について
24,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入館料の支出について
8,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 アップライトピアノ調律　外の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入館料の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会鑑賞費　Ｈ２６年２月１２日の支出について
129,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
205,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用「からだだいすきえほん」外購入の支出について
346,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 防災講演会にかかる講師謝礼金の支出について
9,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　外　購入の支出について
30,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機修理部品購入の支出について
49,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロン袋　他　購入の支出について
41,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
86,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
48,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー（石灰）　購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
38,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空気針外購入の支出について
49,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替え工事の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン配管配線修繕工事の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ステージ下火災報知器配線補修の支出について
61,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
71,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 人権教育実践学習（２年）にかかる生徒交通費の支出について
6,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年生地域探訪にかかる参加生徒交通費（２／１３の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験にかかる生徒交通費（２／１３）の支出について
148,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習実施（２／１４）に伴う付添教職員入場料の支出について
9,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 多目的デジタルタイマーの購入の支出について
59,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 女子サッカー部　外部指導者講師料（１月分）の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 薬包紙他購入の支出について
11,718
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセの購入の支出について
7,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ５判ノート他事務用品購入の支出について
76,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 サインペン外購入の支出について
45,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダー　他の購入の支出について
58,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ノートパソコン　他の購入の支出について
224,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 元止湯沸器の購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
56,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 アリーナ暖房系統膨張タンク出水不良修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ洗面排水管および洗面器具取替工事の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 溶接機の修理の支出について
8,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具外の購入の支出について
27,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤブック外の購入の支出について
10,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 駒込ピペット　他　購入の支出について
27,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ７リットルポリ袋　外　購入の支出について
52,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャバクロス　他　購入の支出について
184,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ外の購入の支出について
24,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん外の購入の支出について
29,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 温水ボイラー修理の支出について
63,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
9,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 電気室内照明器具取替手数料の支出について
18,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 音楽観賞会　弦楽アンサンブル　講演料の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル血圧計外の購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダー外の購入の支出について
71,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＯＡ用椅子購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー外購入の支出について
6,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外購入の支出について
56,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 補助輪付き自転車　他　購入の支出について
61,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食配膳室漏水工事の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館１階廊下中扉修理工事の支出について
118,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ修繕工事の支出について
69,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂トイレ小便器補修工事の支出について
172,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 樹木植え込み工事の支出について
49,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修理工事の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室手洗器取替工事の支出について
84,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館１階連絡出入口扉修理工事の支出について
96,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子シャワー室　ガラス補修工事の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 肢体不自由部門棟２Ｆ廊下テント設置工事の支出について
978,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレーネット支柱（２組）購入の支出について
159,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 業務用給湯器（仕様書）購入の支出について
219,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
8,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ガムテープ等購入の支出について
43,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ブラックライト購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 砂遊び道具購入の支出について
25,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
28,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
7,654
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 照明器具用安定器取替え工事の支出について
34,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ガス元栓　取替修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 大太鼓片面張替え修理の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律経費の支出について
45,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国小学校国語教育研究大会大阪大会資料購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 資料収集及び販売実習の借用物品郵送用切手等購入の支出について
19,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
8,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ体験にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 酉小まつりにかかる講師謝礼の支出について
15,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
77,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字ドリル　外　購入の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工科実習用具等の購入の支出について
98,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外の購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 皮むき　外の購入の支出について
32,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 机上台外の購入の支出について
61,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク・マスター購入の支出について
93,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
636,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外１１点購入の支出について
56,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 横断幕外購入の支出について
78,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮユニット購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木版画版　外購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
97,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
64,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さくら型名札　他　購入の支出について
81,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
92,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタートナー　他購入の支出について
117,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる材料の購入（２／１４）の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
294,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札外購入の支出について
130,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
438,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 配膳台　外（集約物品）購入の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ外購入の支出について
392,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土外購入の支出について
9,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　他　購入の支出について
95,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　外（仕様書）購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
315,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習にかかる調実習材料費２／１４の支出について
1,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
1,508,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外購入の支出について
9,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昔あそび体験に係るボランティアへの記念品購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昔体験にかかる消耗品（箸外）（２／１３）の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
448,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他　購入の支出について
92,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
224,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あみじゃく外購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習（２月１４日）にかかる物品購入の支出について
5,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ののじ歯つきお玉外７点購入の支出について
61,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マンガン乾電池　外購入の支出について
8,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用紙他購入の支出について
27,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板補修工事の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取り替え費用の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
30,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食食缶消毒保管機修理の支出について
48,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＭＤラジカセ修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　移動作業台修理の支出について
42,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼き物機の修理の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機修理の支出について
41,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学（２／１４実施）参加児童交通費の支出について
22,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習実施にかかる参加児童交通費等（２／１４の支出について
14,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／１４）の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／１４）の支出について
6,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生　大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費　外（２／１４）の支出について
10,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／１４）の支出について
12,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費２月１４日の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２／１４）の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生社会見学の参加児童交通費（２／１４）の支出について
22,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる交通費（２／１４）の支出について
15,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務の支出について
33,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足付添教職員の施設入場料（２／１４）の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費　外（２／１４）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習実施にかかる付添教職員入場料（２／１４の支出について
800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習実施にかかる参加児童交通費等（２／１４の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 音楽会鑑賞にかかる参加費（２／１４）の支出について
37,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市音楽団「小学校音楽鑑賞会」鑑賞費の支出について
154,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レターケース　外（仕様書）購入の支出について
447,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
175,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「戦争と平和」ことば事典外購入の支出について
163,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書日本のすがた他購入の支出について
342,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 都会のトム＆ソーヤセット２０１３外購入の支出について
166,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
225,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防火シャッターバッテリー　購入の支出について
174,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーリボン　他　購入の支出について
54,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍　漢検ポケットでる順　外購入の支出について
104,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 打楽器用　マレット　外　購入の支出について
19,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
73,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワシン水溶性つやだしニス、他購入の支出について
93,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り機他購入の支出について
45,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳他製造の支出について
60,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テコンドー胴着　外　購入の支出について
64,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
324,969
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 亜鉛めっき塗料　外購入の支出について
75,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 時間割表　他　印刷の支出について
29,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル外購入の支出について
92,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 曲尺外購入の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
363,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光チョーク外購入の支出について
48,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　他　購入の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
19,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
25,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
336,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　他　購入の支出について
49,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
1,042,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
90,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 赤ゴム栓外購入の支出について
73,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
378,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育法令集（国法、例規編）追録集　購入の支出について
4,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校の音楽鑑賞ＤＶＤ外　購入の支出について
69,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 テニス支柱（埋管周り）基礎部修繕の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室証明器具取り替えの支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年生職場訪問にかかる生徒交通費（２／１４）の支出について
15,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年地域探訪にかかる参加生徒交通費（２／１４）の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 仮設校舎移転にかかる重量物運搬の支出について
498,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加生徒交通費（２／１４）の支出について
94,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加生徒交通費（２／１４）の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 防火シャッターバッテリー交換手数料の支出について
111,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット型コンピューター　ほか　購入の支出について
366,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 打楽器用　マレット　外　購入の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「次郎物語　上巻」外購入の支出について
372,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「理系の子」外の購入の支出について
341,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
85,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（１月分）の支出について
85,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
16,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
254,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
38,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
19,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
144,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
28,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校徴収金等未納通知送付（２／１３）用郵送料の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
93,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
38,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
40,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール購入の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンドボール外購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式ボール購入の支出について
22,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ　　購入　　の支出について
145,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日常訓練用着せ替え人形　他購入の支出について
178,275
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電波時計購入の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 配膳台　外（集約物品）購入の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室前屋外雨水管洗浄工事の支出について
170,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室配管改修ガス設備工事の支出について
292,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン取り替え工事外の支出について
359,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室・プール・管理作業員室前　漏水補修工事の支出について
198,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給湯器取付撤去工事の支出について
141,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室空調機故障修理の支出について
137,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水不良・漏水補修（職員室外）の支出について
64,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子便所給水管漏水修理の支出について
55,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎裏門防水および排水溝工事の支出について
806,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上国旗掲揚ポールの修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階天井裏設備漏水補修工事の支出について
276,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
5,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 不織布　等の購入の支出について
36,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 朱肉補充液外購入の支出について
26,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シール外の購入の支出について
41,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙４ツ切り　外５件の購入の支出について
27,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 板ダンボール　外１４件購入の支出について
97,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス（下地剤・仕上げ剤）の購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 園長室扉のガラス交換工事の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
180,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
17,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開授業参観・指導助言・講演にかかる講師謝礼金の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援研究指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
15,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生「英語教育」にかかる講師謝礼金の支出について
77,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
77,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 キーボード、他購入の支出について
62,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 アイチューンズカード購入（２／１４）の支出について
9,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タグベルトの購入の支出について
24,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ソフトウェアダウンロード用カード購入の支出について
82,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国小学校国語教育研究大会　大阪大会参加資料代の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末他購入の支出について
370,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 得点板　外の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タイマー　　購入の支出について
12,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 黒メダカ　外　購入の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 体操用マット購入の支出について
102,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ－ＲＷ外購入の支出について
4,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
122,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔のくらし学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年生の昔遊び講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習の講師謝礼にかかる経費の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道教室講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習の講師謝礼にかかる経費の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ピアサポート研修会にかかる講師謝礼金の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国への理解を深める講演会にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年　昔遊びに触れる体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝承遊び体験にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業　読み聞かせ学習の講師謝礼金の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究・研究討議会講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年生「韓国・朝鮮の文化を学ぶ」講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年焼き物指導にかかる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年点字体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝承遊びにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝承遊びにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝承遊びにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝承遊びにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年点字体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会（１／２８）用講師謝礼金の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 朝鮮文化に触れる外国人教育の講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝承遊びにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
19,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ　外　購入の支出について
199,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロッケン・外　購入の支出について
38,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外３件購入の支出について
49,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食調理用物品「木かい」他の購入の支出について
33,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他　購入の支出について
61,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウィンドチャイムスタンド　外　購入の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸の購入の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 差し込み錠他購入の支出について
55,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用本「きもち」外購入の支出について
8,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粉末クレンザー他購入の支出について
207,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンピングボード購入の支出について
67,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 羽子板他購入の支出について
359,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーしなベニヤ板外購入の支出について
22,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
18,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
56,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
48,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の保存液外購入の支出について
4,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外　購入の支出について
91,607
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４インクジェットプリンター購入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸外購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健用物品「タブレットマスク」他の購入の支出について
35,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（ＦＡＸ用）外　購入の支出について
38,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガンカバー外購入の支出について
36,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外　購入の支出について
32,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　購入の支出について
74,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱　外　購入の支出について
12,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
55,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台購入の支出について
79,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用ワックス他の購入の支出について
177,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープほかの購入の支出について
93,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン外購入の支出について
157,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校放送の購入の支出について
8,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌用スプレー、他購入の支出について
78,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他の支出について
56,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレットの購入の支出について
14,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
325,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
89,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　購入の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粒状肥料　外　購入の支出について
6,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書き初め用半紙練習用外　購入の支出について
29,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
33,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク　購入の支出について
64,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　外　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タライ購入の支出について
12,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型茶封筒９５枚外購入の支出について
52,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダーロープ購入の支出について
7,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動横水栓　購入の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食衣外購入の支出について
84,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お花紙外購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型封筒他購入の支出について
83,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
33,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シップ他購入の支出について
81,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外の購入の支出について
212,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
82,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール消毒液　外購入の支出について
25,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステレオミニプラグ外１点　購入の支出について
22,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラックフットボール用フラッグ購入の支出について
38,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抜き型購入の支出について
2,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 芝刈り機外購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　外　購入の支出について
21,892
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
38,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単色　折り紙外の購入の支出について
108,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ吹き口　購入の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性つや出しニス　外の購入の支出について
127,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バリカン外購入の支出について
49,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
38,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用ドラムカートリッジの購入の支出について
61,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード外の購入の支出について
70,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
41,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ　外購入の支出について
52,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外購入の支出について
32,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴの購入の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札製造の支出について
90,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗の購入の支出について
39,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆性石鹸外購入の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
78,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お花紙　外購入の支出について
44,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版木・粘土外購入の支出について
35,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタトナー購入の支出について
52,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用紙外購入の支出について
89,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん　外購入の支出について
58,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸外購入の支出について
56,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レコード巻　外　購入の支出について
38,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外１件　購入の支出について
82,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 備品用学習時計Ｃ型他購入の支出について
177,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー竹馬追加　購入の支出について
14,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリペール　丸型外の購入の支出について
55,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 千代紙セット外購入の支出について
34,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
51,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
79,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気マルノコ・木材の購入の支出について
39,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンズフリー拡声器購入の支出について
38,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん外購入にかかる経費の支出について
114,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校放送（１～３学期分）購入の支出について
7,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外購入の支出について
85,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
159,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育技術（７～３月分）購入の支出について
40,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スイミングボード他購入の支出について
126,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　１７Ｌ　外購入の支出について
49,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長胴太鼓平置台外購入の支出について
50,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道茶碗外購入の支出について
24,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居ケース外購入の支出について
14,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外購入の支出について
189,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
49,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫購入の支出について
19,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー購入の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外購入の支出について
65,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
12,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 段ボール箱　購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型一重食缶　他購入の支出について
142,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フットサルネット　購入の支出について
26,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトユニット外購入の支出について
80,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白シャツ　購入の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサーのベルト　外１点の購入の支出について
11,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン　外　購入の支出について
79,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正液他購入の支出について
88,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷シップ　外　１４点　購入の支出について
46,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
92,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 児童向け「学習の手引き」の印刷の支出について
52,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 鶴見区教員研究発表会　研究紀要　印刷の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本請負の支出について
101,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
81,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
97,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 作品展パンフレット印刷の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損修理の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階女子トイレフラッシュバルブ取替工事の支出について
47,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂照明器具取替工事の支出について
39,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館防球ネット補修の支出について
51,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館３階普通教室窓ガラス入替の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室電気差込増設・管理作業員室照明取替修繕の支出について
61,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送不良補修工事の支出について
51,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階男子トイレ小便器補修の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館３・４階東側引違窓開閉制限取付補修の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 多目的室外鍵取替修理の支出について
45,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遠赤ヒーター修理の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修繕の支出について
87,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜　修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 殺菌灯付まな板包丁収納ケース修理の支出について
43,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 一元デスク型アンプ修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理にかかる修繕料の支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室釜修理の支出について
29,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外用バスケットゴールボード取替修繕　外の支出について
193,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機の修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 乾燥機　修理の支出について
19,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理及び部品交換の支出について
38,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
31,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
37,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジェクター修理の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
39,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫　修理の支出について
67,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 手洗いセンサー修理の支出について
36,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パーソナルコンピュータの修理の支出について
82,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
29,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタの修理の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
12,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用ガス回転釜修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 身障者用トイレフラッシュバルブ取替修理の支出について
38,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬にかかる費用の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 太鼓運搬料の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 アノ調律の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
18,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律外の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫　業務委託の支出について
16,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
21,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞　浅香太鼓集団「獅子」公演業務委託の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 韓国伝統文化芸術鑑賞会委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「中国雑技」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞にかかる公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 合同音楽鑑賞会にかかる参加児童入場料（２／１４の支出について
119,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポリシャー購入の支出について
105,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 授業用ノートパソコン　購入の支出について
399,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ヒナ段の購入の支出について
304,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 歯の保存液外購入の支出について
186,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スイミングボード他購入の支出について
117,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 移動式一槽水槽の購入の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン購入の支出について
96,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
326,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア大図鑑」外購入の支出について
143,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「なんでも魔女商会」ほか購入の支出について
224,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おじさんのかさ」外購入の支出について
92,181
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「トリックアート図鑑」他購入の支出について
87,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ウミウシー生きている・」外の支出について
99,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「うさぎのなぞなぞや」外購入の支出について
195,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用児童図書の購入の支出について
329,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本の国土とくらし」外購入の支出について
175,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ピュアサポート授業用講師謝礼金の支出について
20,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 沖縄調べ学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 多様な体験活動推進事業にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 沖縄調べ学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 多様な体験活動推進事業にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生活指導研修にかかる講師謝礼金の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 沖縄調べ学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 沖縄調べ学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 沖縄調べ学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスカ外購入の支出について
3,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　の購入の支出について
61,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 １年ふれあい地域体験学習　茶道用抹茶外購入の支出について
3,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁ちばさみ購入の支出について
15,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角筆洗外購入の支出について
91,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜の購入の支出について
1,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
600,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドアホンカメラ付玄関子機購入の支出について
30,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャコペン　外の購入の支出について
61,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式用ボール　他　購入の支出について
45,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーピング外購入の支出について
53,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パジチョゴリ　外　購入の支出について
54,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー、他購入の支出について
121,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管（４０Ｗ用）他　購入の支出について
8,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他　購入の支出について
146,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角刀　ほかの支出について
15,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板他購入の支出について
35,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
6,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット外購入の支出について
109,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電磁力実験器他の購入の支出について
80,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 分子模型電熱線カッターほか購入にかかる支出について
26,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
62,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌用アルコール　外の購入の支出について
5,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　外購入の支出について
51,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電流計外購入の支出について
54,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールリングネット外購入の支出について
13,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
86,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 悪徳商法対策教材　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 くつ下他の購入の支出について
61,740
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 引違い戸錠購入の支出について
21,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー（Ｂ４）他　の購入の支出について
33,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄筋外購入の支出について
36,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　Ａ４他購入の支出について
82,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 菊鉢　購入の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新生児抱き人形購入の支出について
12,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹木苗木の購入の支出について
62,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外購入の支出について
23,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動包丁研ぎ器他購入の支出について
26,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学力ドリル全教科　外購入の支出について
43,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ｅｄｉｓｙｓマスター購入の支出について
71,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木版用シナベニヤ外の購入の支出について
38,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラ、他購入の支出について
78,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール、他購入の支出について
43,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ洗浄剤　外　購入の支出について
24,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
101,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットプレート購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カードケース　外購入の支出について
71,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用机天板購入の支出について
99,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用電球　の購入の支出について
116,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックスノコ他購入の支出について
91,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
52,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣソフト外購入の支出について
18,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状額外購入の支出について
72,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外の支出について
31,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＴＲＣＤ　購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラ弦購入の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　外　購入の支出について
53,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コサージュキット外購入の支出について
36,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定バサミ、他購入の支出について
66,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットパック　外　購入の支出について
31,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印刷の支出について
5,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館床面補修工事の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館照明昇降機修理の支出について
9,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替及び防火扉補修工事の支出について
39,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン（ＧＨＰ）修繕工事の支出について
37,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替等工事の支出について
69,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理一式の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室用プリンター修理の支出について
23,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ネオ琴修理の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理にかかる備品修繕料の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コードレス電話機修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
12,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理他の支出について
54,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 貯蔵湯沸器修理の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
5,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路資料送付に伴う郵便切手購入（２月１７日）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（２／１４）の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 民族衣装クリーニング手数料の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
38,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＰＣソフト外購入の支出について
240,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コピー・ＦＡＸ複合機購入の支出について
336,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 立奏木琴（打楽器）購入の支出について
81,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ことばの力」他　の購入の支出について
313,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「オクサ・ポロック１」　外購入の支出について
355,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界で一番美しい種子図鑑」他購入の支出について
376,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「角川新字源」外の購入の支出について
339,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「オズの魔法使い」他　購入の支出について
255,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
127,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
127,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
120,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール部　外部指導者講師料の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 感熱紙ロール外の購入経費の支出について
27,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 元止め式湯沸かし器購入の支出について
75,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポテトマッシャー他の購入経費の支出について
4,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土外購入の支出について
11,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 彩液購入の支出について
11,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理用部品の購入の支出について
49,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙他の購入の支出について
49,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター用交換ランプ外購入の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料他購入の支出について
138,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セキュリティーソフト購入の支出について
74,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「カラヤンの遺産」外購入の支出について
29,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電話交換機用バッテリー購入経費の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 全国大学入試問題外の購入の支出について
19,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン自動切替機外購入の支出について
156,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ヤスリの柄外の購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーターの購入の支出について
20,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール他購入の支出について
181,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管の購入経費の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 進路用問題集各種ほかの購入の支出について
32,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 角材購入の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
21,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫の購入の支出について
44,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 当座勘定元帳　購入の支出について
1,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器の購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水槽用砂利ほか購入の支出について
35,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルブルーレディスクイプレイヤー他購入の支出について
59,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気扇取替工事の支出について
34,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館棟１階出入口扉ガラス補修の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＬＡＮ設備障害復旧工事の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットボールボード筋交修理の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 図書館用空調室外機部品交換修理の支出について
65,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 調査書受領書発送用切手の購入（２／１４）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 ＳＳＨ生徒科学研究会にかかる生徒交通費の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 ＳＳＨ生徒科学研究発表会にかかる生徒交通費の支出について
30,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「うた恋。４」ほかの購入の支出について
81,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 小学部学部活動人形劇の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 フリーダム創生による高等部　現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 小学部学部活動人形劇の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 小学部学部活動人形劇の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 小学部学部活動人形劇の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
79,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 粉ふるい外購入の支出について
24,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　他　購入の支出について
21,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
82,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 布地　他　購入の支出について
7,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙外購入の支出について
276,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室　照明器具　取替補修の支出について
23,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 小学部１－１教室　漏水処置工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 中学部　教室洗面台トラップ２箇所取替工事の支出について
17,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤラジカセ　補修の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
186,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部　小学校合同音楽観賞会参加にかかる参加費の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン購入の支出について
120,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
193,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電気ポットの購入の支出について
28,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 投光器　外　購入の支出について
80,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ひらがな五十音図　外３点の購入の支出について
69,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 英語学習カードセット他　購入の支出について
61,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アイマスク　購入の支出について
4,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 計算機付レジスター　外購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダー購入の支出について
19,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 便座の購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パソコンラック外購入の支出について
31,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紙芝居外購入の支出について
22,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 吹奏楽用音響セット　外　購入の支出について
107,835
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水切り　購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　購入の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 保管整理棚　購入の支出について
37,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　購入の支出について
37,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掲示用マグネット購入の支出について
3,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロジェクター　外１点　購入の支出について
125,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プリンター　購入の支出について
32,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブルーレイディスクプレーヤー購入の支出について
8,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車の購入経費の支出について
66,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 図書運搬用ケース　購入の支出について
8,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゴムローラー外購入の支出について
64,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ジャンピングボード購入の支出について
101,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラジオカセットレコーダー　購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 柔道着　外（集約物品）購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パンチ（２穴）の購入の支出について
682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館北側トイレ前スイッチ改修工事の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給湯器設置工事の支出について
630,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館２階女子便所洋式便器付替工事の支出について
146,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂（体育館）天井照明補修工事の支出について
149,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 黒板張替補修工事の支出について
170,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂楝の庇及び外壁補修の支出について
866,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関１階出入口ガラス入替補修工事の支出について
37,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
152,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室出入口ガラス入替補修工事の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内電気設備外改修工事の支出について
273,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館スピーカー配線補修の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小門補修工事の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室　窓　補修工事の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール改修工事の支出について
132,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室付近　３階倉庫水漏れ　補修の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
492,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 デザイン教育研究所　照明器具取替工事の支出について
78,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損修理の支出について
85,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン冷却水ポンプ取替補修工事の支出について
28,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館４階教室　漏水補修工事の支出について
630,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン補修の支出について
56,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館横通路改修工事他の支出について
987,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 セミナーハウス空調補修工事の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 硝子補修の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館３階教室（３２０）外　照明器具取替工事の支出について
66,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ設備取替え他補修工事の支出について
894,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２年１組他　網入すりガラス緊急補修の支出について
269,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床改修工事の支出について
196,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北門前土間打ち補修工事の支出について
118,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床給湯管漏水補修工事の支出について
162,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール棟高置水槽漏水補修工事の支出について
104,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 保健室シャワーパン設置工事の支出について
419,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ページセッター　購入の支出について
399,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンタートナーの購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
5,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 マイクスタンド外１点購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保健室換気扇の修理、及びコンセント増設工事の支出について
93,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付添教職員の入館料（２／１８）の支出について
600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育に伴う付添職員入館料（２／１８）の支出について
700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
104,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
7,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
18,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮ中継機購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリペイドカード購入（２月１７日）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話教室にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科　研修会講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生　盲導犬体験学習の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吸排換気扇購入の支出について
41,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
493,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹ものさし外購入の支出について
175,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
607,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗　パンジー外の購入の支出について
88,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
4,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札製造の支出について
82,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
94,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン袋外の購入の支出について
38,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入り抗菌スリッパ購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓄電実験器　外購入の支出について
168,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すいとん作り体験学習用材料　購入（２／１７）の支出について
1,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙外購入の支出について
72,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ６年生茶道体験学習にかかる教材費（２／１７）の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー外購入の支出について
46,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国旗外購入の支出について
36,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓部品外購入の支出について
36,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢ接続テンキー他購入の支出について
28,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外購入の支出について
54,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「通じる英語はリズムから」ＤＶＤ外購入の支出について
365,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日用品スポーツバック外購入の支出について
57,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーしな合板購入の支出について
10,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ほか購入の支出について
53,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボールほかの購入の支出について
88,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほかの購入の支出について
51,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外　購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コラムスピーカー購入の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステップラバーリング　外購入の支出について
18,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ついたて他購入の支出について
40,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップ外の購入の支出について
81,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用ボンド　外購入の支出について
291,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
79,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
38,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　購入の支出について
30,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年社会見学に伴うパン購入（２／１８）の支出について
1,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙整理棚　購入の支出について
57,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒他購入の支出について
6,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　外　購入の支出について
43,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用支柱外購入の支出について
6,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン他購入の支出について
31,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤購入の支出について
46,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
75,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスストーブ外購入の支出について
136,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 豆電球　他購入の支出について
48,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
14,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オリジナルシール購入の支出について
26,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム他購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タル（仮面）外購入の支出について
45,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 どんな国セット　外　購入の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンクリーンヘラ外購入の支出について
56,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　購入の支出について
45,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
66,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 分別ボックス　外　購入の支出について
25,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸もち外購入の支出について
10,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外の購入の支出について
151,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
81,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
139,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水管つまり通し補修の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 錠前取替修理の支出について
37,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援教室窓ガラス補修工事の支出について
2,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替補修の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 無停電電源装置外修理の支出について
21,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 太鼓皮張替修理の支出について
46,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン他楽器修理請負の支出について
22,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼き物機修理の支出について
361,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビ処分の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
13,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル手数料外の支出について
2,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年卒業遠足　児童交通費、入館料の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル手数料外の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビ処分の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
98,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
49,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足　児童交通費、入館料の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足（２／１８）付添職員入場料の支出について
1,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インタラクティブディスプレイの購入の支出について
399,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機購入の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 耕運機外　購入の支出について
187,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト外１０点の支出について
46,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンドカラー　外の購入の支出について
38,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布やすり外購入の支出について
33,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノコギリ替刃　他購入の支出について
35,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ししゅう糸　購入の支出について
3,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 こて先リフレッサー　他　購入の支出について
48,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
54,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 民族料理講習会材料（薄力粉外）購入（２／１７）の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニ色紙（画仙紙）他購入の支出について
97,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器外の購入の支出について
38,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室扉用戸車購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モーター用プロペラ他、購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸、他購入の支出について
33,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ外　購入の支出について
47,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
318,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用デジタル教科書中学校数学１購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 封入樹脂外購入の支出について
28,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　外購入の支出について
95,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「かけがえのないきみだから」外購入の支出について
27,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェンス補修用材料　購入の支出について
83,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ　外購入の支出について
55,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　他　購入の支出について
59,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレスリッパ　外購入の支出について
20,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　他　購入の支出について
14,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
235,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理室電気配線分岐工事の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室換気扇補修工事の支出について
140,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫ダイヤル錠修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 消防設備修繕の支出について
24,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（２／１７）の支出について
24,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う郵便切手の購入（２／１７）の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類　郵送料（２月１７日）の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導書類送付に伴う郵送料（２月１７日）の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 駅伝・ロードレース大会に係る物品運搬代の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 出願関係書類送付に伴う郵便切手購入（２／１７）の支出について
11,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路用調査書送付に伴う郵便切手購入　２／１７の支出について
20,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ＧＡＭＡ―月桃の花」上映　業務委託の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大気ばい煙測定業務委託の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 植木剪定業務委託　の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポンジコンビマット　購入の支出について
116,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
48,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
94,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
107,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロ複合機用トナー購入の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 磁気カード外購入の支出について
87,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
26,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 体育科ボール整理かご外購入の支出について
24,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 屑入れ　購入の支出について
11,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電気鉛筆削り購入にかかる経費の支出について
14,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 複合機　購入の支出について
21,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ステープラー　購入の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスコンロ（２口）他　の購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冷凍庫　購入の支出について
32,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 一重底丸食缶　外　購入の支出について
98,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＬＬ教室用椅子購入の支出について
55,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿器　購入の支出について
19,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マット購入の支出について
169,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電卓　他　購入の支出について
21,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　購入の支出について
93,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関オートロック扉外補修工事の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関改修工事の支出について
220,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
85,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２・３階講堂新校舎渡り廊下防滑工事の支出について
192,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　排気ファン用押釦開閉器補修の支出について
52,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備改修工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ラミネーター購入の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 音楽体験活動講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用フルイ　他５点の購入の支出について
20,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス　購入の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
9,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,775
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
19,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
12,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン購入の支出について
26,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 体育館用フローリングワックス　購入の支出について
11,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
30,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ修理の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ノート型パソコン購入の支出について
109,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 杉ＫＤの購入の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 研修会講師への連絡用切手購入（２／１８）の支出について
640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 音楽教室発表会案内状発送料金（２／１９）の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５．６年外国人教育実践講師謝礼金の支出について
16,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
12,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
2,055,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
23,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉　外　購入の支出について
32,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　外　購入の支出について
223,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「壁面緑化事業」実施にかかる材料購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル　外の購入の支出について
31,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末の購入の支出について
376,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインドの購入の支出について
83,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
59,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
329,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
456,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
48,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
1,299,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 管理用消耗品の購入の支出について
73,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
97,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリング床コート剤購入の支出について
32,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用食缶シール　外購入の支出について
23,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調設備用リモコン購入の支出について
29,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうき購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＶＧＡ－ＨＤＭＩ変換アダプタ他購入の支出について
88,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 各学年用消耗品の購入の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土の購入の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドピアノカバー他購入の支出について
55,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリング床コート剤外購入の支出について
99,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入名札購入の支出について
47,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる材料費（２／１９）の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
133,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ホッチキス　外購入の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンタートナー　購入の支出について
55,125
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角パイプ外購入の支出について
25,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　外　５点　購入の支出について
112,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
213,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
132,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画仙紙外購入の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テコンドー用道着、他購入の支出について
51,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毛布　購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドライン　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール他購入の支出について
39,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かやふきん　外購入の支出について
92,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
91,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用ベニヤ外購入の支出について
19,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 組札　外　の購入の支出について
18,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
37,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーモール　外の購入の支出について
44,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち焼体験にかかる餅外購入の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抹茶茶碗外購入の支出について
95,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木材　購入の支出について
31,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス他購入の支出について
97,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
89,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書　ピコのそうじとうばん　他　購入の支出について
55,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
79,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
71,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ボード他購入の支出について
28,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製しゃもじ　外　購入の支出について
44,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
134,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール外の購入の支出について
24,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育用物品「石灰」の購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
33,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液外購入の支出について
63,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
131,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
217,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
88,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
49,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヴィブラスラップ　他　購入の支出について
83,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　ほかの購入の支出について
64,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用紙芝居「むかしばなし　第１集」外　購入の支出について
31,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　他購入の支出について
29,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード　購入の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
122,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷製本代の支出について
99,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
571,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送室配線修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 第２Ｇ放送設備用配線の補修工事の支出について
144,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気扇取替補修の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
64,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 身障者用トイレ通管作業の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠修理の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修の支出について
12,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス修繕の支出について
8,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラーの修理の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜ギア修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤ／ＭＤシステム修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
16,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室用プリンター修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板修理請負の支出について
88,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送システム修理の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会参加費の支出について
151,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年社会見学（２／１９実施）付添教職員入館料の支出について
600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 細断機購入の支出について
85,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マット　外　５点　購入の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソフトバレーボール他購入の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルレコーダー購入の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ｉＰａｄ　購入の支出について
70,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「エルマーとりゅう」外購入の支出について
133,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はれときどきぶた」他購入の支出について
68,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『よみきかせえほん』　外　購入の支出について
366,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『こども和英じてん』外　購入の支出について
356,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 面相筆　外　購入の支出について
48,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジ外購入の支出について
210,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　ほか　購入の支出について
129,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子天秤　外の購入の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電式記録タイマー用記録紙　外　購入の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
16,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
190,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
23,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具（取替含む）の購入の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
623,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
28,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
10,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
61,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり　他　購入の支出について
247,726
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日よけカーテン　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　外　購入の支出について
380,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
1,045,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
131,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
372,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目録用紙外購入の支出について
84,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットパソコン　外　購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
95,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
219,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントン用ネット　他　購入の支出について
53,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗外の購入の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 柔道部指導用ダンベル他購入の支出について
10,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム外購入の支出について
59,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室出入口扉　補修の支出について
10,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関正門　電気錠通電金具　改修工事の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーフォニウム　他　楽器修理の支出について
64,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ドライバ　修理の支出について
14,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷室丁合機修理の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理　他の支出について
118,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機リソグラフの修理の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理及び調律手数料の支出について
6,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ修理及び調律手数料の支出について
17,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定手数料の支出について
289,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 パソコンのリサイクル回収料金の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
116,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 民族楽器演奏公演業務委託の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレットパソコン　外　購入の支出について
57,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 収納式ベッド　外購入の支出について
315,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「白い馬」　他購入の支出について
244,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「高校入試」外購入の支出について
301,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
67,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用「リアル・ファッション」外　購入の支出について
232,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
120,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
298,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
184,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 国際観光系列「特別講義」にかかる講師報償金の支出について
19,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ジュニアトレーナー育成講座講師料の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール　外部講師講師料の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
86,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター他購入の支出について
61,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ椅子台車　購入の支出について
59,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
57,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
132,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 出席簿印刷の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
375,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ他　購入の支出について
55,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 木床用ワックス購入の支出について
74,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
27,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース他　購入の支出について
79,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
120,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット購入の支出について
11,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 戸締り金具の購入経費の支出について
14,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外の購入経費の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター他購入の支出について
119,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 受検票印刷の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 やかん他購入の支出について
25,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
111,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
480,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高等学校地理白地図初訂版他購入の支出について
11,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
10,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ジオラマ材料他購入の支出について
45,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 部活動体験用バスケットボール他購入の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
64,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 聴講生募集要項の印刷の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印刷の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館報印刷の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６階実践室空調不良点検作業の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 加湿器修理の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機の修理の支出について
34,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 前期入学者選抜試験問題運搬にかかるタクシー代の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の手数料の支出について
45,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フロアスタンド　購入の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
72,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
10,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状盆外購入の支出について
323,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業式案内状送付のための郵便料金（２／１８）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 手織り機（仕様書）購入の支出について
394,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エア抜き機能付ボール空気入れ購入の支出について
24,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 汚水用水中ポンプ外購入の支出について
60,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食缶　外の購入の支出について
45,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 体育科授業用ラインカーほか購入の支出について
60,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グランドレーキ　購入の支出について
9,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 体組成計　購入の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 送風機　外　購入の支出について
8,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 透明直定規　購入の支出について
26,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライスボックス　購入の支出について
20,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 事務用はさみ購入の支出について
5,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネボード帯グラフ指導板購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ビデオカメラ購入の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 印箱　購入の支出について
3,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 セラミックガラス製両手鍋　購入の支出について
16,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
278,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎１Ｆトイレ排水詰まり補修工事の支出について
47,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂厨房照明器具取替修理の支出について
23,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス取替補修の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替え工事の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 英語教室ガスコック取替補修工事の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館１階東男子便所洗面器給水管漏水修理の支出について
11,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス管補修工事の支出について
36,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
11,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館緞帳修理の支出について
102,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス取替え補修工事の支出について
19,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管詰まりによる配管取替工事の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上給水タンク設備塗装工事の支出について
313,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 駐輪場照明器具設置工事の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室ボイラー入替ガス工事の支出について
178,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子黒板の購入の支出について
399,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
6,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ケント紙　全判　外５件　購入の支出について
20,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理キット外　購入の支出について
12,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 板段ボールの購入の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カスタネット他１点購入の支出について
25,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 マレット　外購入の支出について
16,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 両面テープ他の購入の支出について
36,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名印の購入の支出について
18,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 のり他８点購入の支出について
47,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色布ガムテープ外４件購入の支出について
18,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワンダーしぜんランド（４～３月号）購読料の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 楽器購入の支出について
31,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ピアノ耐震金具購入の支出について
66,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他４件の購入の支出について
19,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 巻き上げ式スクリーン修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ耐震金具取付けの支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育付添職員入館料（２／２０）の支出について
560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育付添職員入場料（２／２０）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育　キッズプラザ大阪付添い入館料の支出について
600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生魚料理体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生魚料理体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生魚料理体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生魚料理体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生魚料理体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
12,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生魚料理体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器外購入の支出について
79,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
252,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙他購入の支出について
85,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
18,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
46,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状用紙　他　購入の支出について
177,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具　他　購入の支出について
66,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上皿ばね秤外購入の支出について
112,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
526,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居舞台外購入の支出について
29,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急箱　外購入の支出について
38,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書き初め半紙外購入の支出について
33,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ローラーハンドル　外　購入の支出について
98,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草焼カセットバーナー外購入の支出について
18,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタ台外購入の支出について
169,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
19,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 尿石除去工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ修理工事の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂の天井照明にかかるスイッチ修理の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外排水管つまり修理の支出について
44,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機修理の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポスタープリンタ修理の支出について
74,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ページセッター修理の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸かし器の修理の支出について
13,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験学習にかかる参加児童交通費（２／２０）の支出について
15,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 草焼カセットバーナー外購入の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「もりのかくれんぼう」外購入の支出について
364,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
179,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用コースロープ　外　購入の支出について
197,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 改良韓服他購入の支出について
58,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸車　外　購入の支出について
35,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用筆ぺんほかの購入にかかる支出について
23,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツライン購入の支出について
86,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用混合培養土外の購入の支出について
6,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールカゴ用ネット　外　購入の支出について
72,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 和太鼓外購入の支出について
66,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
184,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 天井直付型蛍光灯の購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スエーデン刺しゅう針外購入の支出について
61,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 エントランスステンカバー取付工事の支出について
24,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館渡り廊下屋根橋脚部分補修の支出について
195,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 教育用コンピューターサーバ　購入の支出について
261,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
105,315
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 製図用鉛筆外購入の支出について
8,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印影印刷の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱外の購入の支出について
39,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット型端末（仕様書）購入の支出について
768,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 飼育用ケージ　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １号館外部汚水管工事の支出について
538,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バスケットゴール制御盤配線工事の支出について
42,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ウォータークーラー排水管取付工事の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室棟４階女子トイレ照明器具補修工事の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気コンセント修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上防水補修工事の支出について
420,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水溝補修工事の支出について
77,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館窓換気扇の取付工事の支出について
664,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド波板改修工事請負の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
70,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替外補修工事の支出について
19,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館３階避難口誘導灯　補修工事の支出について
35,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ扉補修工事の支出について
80,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱購入の支出について
70,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
103,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
21,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
15,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
39,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 えほんのいりぐち　（４月～３月）購読料の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
32,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 両面テープ他購入の支出について
25,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 板ダンボール　外　購入　の支出について
73,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おはなしチャイルド（４月～３月）他　購読料　の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ボックスフォンスタンド　購入の支出について
29,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
13,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 手洗い洗面台補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
30,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付添職員入場料（２月２１日）の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 自主研修会にかかる講師謝礼金の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別活動研修会にかかる講師謝礼金の支出について
11,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
7,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ（ケースなし）購入の支出について
43,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国養護教諭研究大会資料購入（２／２１）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クラフト封筒外購入の支出について
276,635
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市小学校教育研究会道徳部研究大会会場使用料の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
15,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動　講師謝礼の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「昔の伝法・丸かぶり」講話についての講師謝礼金の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年手話体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年七輪体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 パソコン体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動　講師謝礼の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動　講師謝礼の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年手話体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヨーヨー外購入の支出について
9,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
115,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セットン布の購入の支出について
6,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
240,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転イス　外購入の支出について
35,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
301,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
39,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル　外　購入の支出について
18,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスケット　外購入の支出について
67,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
191,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール　外購入の支出について
59,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋　外購入の支出について
22,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
57,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
458,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
249,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「ええところ」外購入の支出について
14,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタータ　外購入の支出について
59,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油かす　外購入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
351,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
35,190
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性つやだしニス外購入の支出について
87,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホルダー　購入の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンピングマット　購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
18,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
58,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
305,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苦土石灰外購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外　購入の支出について
60,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ外購入の支出について
65,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ　外購入の支出について
78,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用スタンプ台　外購入の支出について
27,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入にかかる経費の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
131,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
287,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いチェッカーセット他購入の支出について
28,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工具用バッテリー　購入の支出について
27,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
64,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂暗幕　購入の支出について
125,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
499,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木炭　外　購入の支出について
7,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
95,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
122,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
31,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入にかかる経費の支出について
42,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単元別評価問題　購入の支出について
209,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーほうき　外購入の支出について
35,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケリャンチョゴリ　購入の支出について
52,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
81,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外購入の支出について
169,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　外（集約物品）購入の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すのこ外購入の支出について
19,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインマークの購入の支出について
35,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
97,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
66,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外　購入の支出について
77,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　他　購入の支出について
135,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
130,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗　外購入の支出について
41,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
272,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
32,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス購入の支出について
98,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毛布　外購入の支出について
104,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 栄養管理ソフト（施設版）の購入の支出について
100,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外　購入の支出について
40,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井付け換気扇工事の支出について
48,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 扉開閉方向取替の支出について
37,065
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン補修の支出について
67,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替修理の支出について
8,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン・アンサンブルオルガン修理の支出について
23,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
47,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室球根皮剥機修理の支出について
39,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー　修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食業務用焼き物機修理の支出について
64,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コピー機修理の支出について
34,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 分校給食室用　電動缶切機修理の支出について
31,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２／２１）外の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（２／２１実施）の参加児童交通費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学（２／２１）児童交通費の支出について
10,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 運動場スピーカ取替手数料の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
32,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
122,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費（２／２１）外の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ユニバーサルスタジオジャパン入場料の支出について
14,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足に伴う付添職員の使用料の支出について
4,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足にかかる付添職員の使用料の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
142,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアクセスポイント（仕様書）購入の支出について
253,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
374,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ２月分生活指導訓練費の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
36,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
311,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
61,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ヤスリ外購入の支出について
120,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラブ用消耗品「野球部用バット」ほか　購入の支出について
110,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トゴリセット外　購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
71,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
165,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
35,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
377,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
115,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
204,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
145,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙他の購入の支出について
5,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通水カップほか購入の支出について
46,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー他購入の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
49,612
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
132,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 お茶会体験にかかる抹茶外購入（２／２１）の支出について
39,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
274,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキほか　購入の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰエアコン補修用部品購入の支出について
30,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 片袖机　購入の支出について
391,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
7,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外購入の支出について
48,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
450,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナンバーカード　ほか　購入の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙ほか購入の支出について
27,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング学習ロボット購入の支出について
59,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアマット　外　購入の支出について
69,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
343,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
107,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気分解装置ＤＣ　外６点購入の支出について
56,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスファイル他購入の支出について
58,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合唱譜「コーラスＯＮＴＡ」ほか購入の支出について
38,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
195,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 公印の購入の支出について
16,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
160,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外の購入の支出について
74,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
55,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンディスプレイ　購入の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リングバインダー　外　購入の支出について
65,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生野伝統文化教室にかかる生活・調理体験食材購入の支出について
39,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れに伴う配管改修工事の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス修理の支出について
8,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット外楽器修理の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加生徒交通費（２／２１）の支出について
81,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業式案内状送付に伴う郵便切手購入（２／２０）の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
32,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
32,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハードル　外（集約物品）購入の支出について
111,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
142,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ（仕様書）購入の支出について
299,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「風の教室」　外購入の支出について
258,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こわせない壁はない」外　購入の支出について
286,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ２月分生活指導訓練費の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 講演会「夢があるからがんばれる」講師料の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「異文化理解」講演会講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（２月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ヒューマンマインド講演　講師料の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「異文化理解」講演会講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第５回国語科特別講義講師謝礼金の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター外購入の支出について
49,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
37,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用材料白金線外購入の支出について
98,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ洗浄スプレーの購入の支出について
6,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館総合管理システム２０１３の購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
38,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
65,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
31,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
53,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
42,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
76,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
77,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー（炭酸カルシウム）の購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
5,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
35,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
26,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
15,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２５年度卒業証書印影印刷の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館３階男子便所節水器補修工事の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４号館ＣＡＤＣＡＭ室　排水管補修工事の支出について
129,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４号館４階女子便所漏水補修工事の支出について
8,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部進路　現場実習　講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部進路　現場実習　講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 医療的ケア校内研修講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
10,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
22,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＩＣＴ教育用図書　購入の支出について
46,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター外購入の支出について
25,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 入力装置固定具購入の支出について
46,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クラス札　他　購入の支出について
11,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
51,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー綿糸　他　購入の支出について
43,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外　購入の支出について
56,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンタ修理の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 帯鋸刃目立て　外にかかる　手数料の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
22,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 金網ざる　外　購入の支出について
62,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動えんぴつ削り　購入の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グラフ黒板外購入の支出について
42,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計外購入の支出について
4,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスコック取替修理の支出について
58,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎屋上補修工事の支出について
139,650
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　給湯ボイラー取替工事の支出について
651,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 会議室建具補修の支出について
53,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール受水槽定水位弁不良漏水補修工事の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４号館機械実習室　排水管漏水補修工事の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
14,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 クロス張替え補修工事の支出について
122,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スピーカー配線改修工事の支出について
127,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室　梁補修工事　外の支出について
202,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室天井ひび割れ補修工事の支出について
133,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グランド埋設給水管漏水補修工事の支出について
237,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　電子黒板用　ノートパソコン購入の支出について
92,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育マガジンポット「４月～３月分」購読料の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 学研かんきょう絵本（４～３月）購読料の支出について
4,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 えほんのいりぐち（４～３月号）外購読料の支出について
34,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
251,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 蛍光ランプ購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
138,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室ガス栓工事の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 鉄柵補修工事の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会にかかる講師謝礼金の支出について
15,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学び合い講義及び研究授業参観にかかる講師謝礼金の支出について
88,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大阪教育大学附属天王寺小学校研究発表会資料代の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 『ｉｐａｄアプリ大辞典、他』購入の支出について
17,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
136,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 学校マニフェスト　印刷の支出について
61,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
98,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表会資料　印刷製本　業務委託の支出について
82,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 無線アクセスポイントの購入の支出について
259,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 公開授業にかかる講師謝礼（１／２８）の支出について
17,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかしの遊び」体験　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師謝礼金の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 車椅子バスケットボール講話にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語学習指導にかかる講師料の支出について
47,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語（英語）活動にかかる講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 さをり織り講師謝礼金の支出について
12,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年授業研究会用講師謝礼金の支出について
17,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育集中実践２回目にかかる講師謝礼金の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語指導講師謝礼金２／２１・２４の支出についての支出について
127,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業特別支援教育関係職員報償金の支出について
3,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年地域体験学習　茶道講師謝礼（１／２７）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育集中実践１回目にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族楽器舞踊の指導にかかる講師謝礼（１／２９）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業特別支援脅威空関係職員報償金の支出について
3,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会を作るために」にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料ほかの購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリートブロック購入の支出について
10,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
44,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
14,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外購入の支出について
15,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーポスト他購入の支出について
132,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタドラムカートリッジ購入の支出について
62,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤スペア―インク　外購入の支出について
102,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 標識ロープ　他購入の支出について
64,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート他購入の支出について
92,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木炭外購入にかかる経費の支出について
10,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
47,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性版画インク他購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業証書　の購入の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
43,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
89,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康の記録　印刷の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習３年にかかる材料購入（２／２１）の支出について
5,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＲＩＳＯインクＺタイプ黒　購入の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッター　替刃　外　購入の支出について
33,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＩＤランプ外購入の支出について
53,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食衣購入の支出について
8,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明ビニルシート　の購入にかかる経費の支出について
15,330
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール他購入の支出について
50,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験器　購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
49,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドテープの購入の支出について
26,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「教育法令集」購入の支出について
4,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 映写用マグネットシート他購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保管庫外購入にかかる経費の支出について
54,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式掃除機購入の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか購入の支出について
48,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤライト購入の支出について
3,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モデム親機　外購入の支出について
33,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木炭購入の支出について
630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス角ラッチ他購入の支出について
39,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次年度用児童名札の購入の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　他購入の支出について
3,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイディスクレコーダー外購入の支出について
45,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ外購入の支出について
69,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初半紙　他購入の支出について
34,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ユンノリセット　外　購入の支出について
33,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルボックス購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　購入の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　中厚口　外購入の支出について
13,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全カラー版画板　外８点　購入の支出について
80,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外２点　購入の支出について
16,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トライアングル　外購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ購入の支出について
33,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用せっけん液の購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル購入の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸外購入の支出について
38,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外購入の支出について
29,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜用混合培養土　外購入の支出について
21,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
2,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語掛図購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン、色上質紙他購入の支出について
56,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー拡大機用インク　外　購入の支出について
90,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌シート外購入の支出について
78,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
77,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス炊飯器の支出について
30,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版原紙購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗三方正面購入の支出について
32,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石付着防止剤購入の支出について
74,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車用キャスター　外　購入の支出について
78,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ外購入の支出について
59,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
15,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
36,456
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽ソフト他の購入の支出について
9,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド外購入の支出について
64,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
30,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬外購入の支出について
57,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電熱線の働き実験器購入の支出について
25,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品購入の支出について
19,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジワイパー他購入の支出について
60,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土ほかの購入の支出について
13,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外購入の支出について
153,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗　外　購入の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
34,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー他園芸用品の購入の支出について
25,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書館用ソフト他購入の支出について
202,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
79,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　外　購入の支出について
20,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌多目的フロアーマット　購入の支出について
97,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却材外購入の支出について
15,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
54,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なわとび　外の購入の支出について
26,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用本の購入の支出について
293,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土２０リットル４袋外購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
56,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
93,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ｉＰａｄ購入の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト購入の支出について
12,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漂白剤外購入の支出について
9,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用液体石けん　外３点　購入の支出について
29,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙　外　購入の支出について
34,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発熱実験器外購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語プリント集購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルワゴン他購入の支出について
196,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ささ切りガイド（フードスライサー用部品）購入の支出について
5,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーポリ袋　他　の購入にかかる経費の支出について
17,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　他購入の支出について
19,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター外購入の支出について
136,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石防止剤購入の支出について
40,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外の購入の支出について
107,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「あなたへ全１５巻」外購入の支出について
233,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランク　購入の支出について
63,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外購入の支出について
24,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
94,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
11,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
44,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
878,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
10,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ自動水栓故障修繕の支出について
5,250
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス破損入替補修の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　点検口設置　工事の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階特別支援学級窓ガラス１枚破損修理の支出について
10,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂ガラス入替工事の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上防水工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
19,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調設備修繕補修工事の支出について
69,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール給水管漏水修理の支出について
37,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入替の支出について
4,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
2,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機（ポスタープリンター）修理　請負契約の支出について
53,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー輪切りプレート修理の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（小太鼓外）修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
12,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジェクター修理の支出について
31,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
97,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサーの修理の支出について
152,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 据え置き金庫修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 台車ネジ込み式キャスター取替修理の支出について
46,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
15,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴール修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室換気扇修理の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
29,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫の修理の支出について
124,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校長室金庫修理の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
3,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外用スピーカースイッチ修理の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２月２４日社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律料の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 蛍光灯取替手数料の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グラントピアノ調律の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,165
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
14,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書筆耕翻訳料の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書（和暦用）５３枚外揮毫業務委託の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成筆耕翻訳料の支出について
11,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足にかかる参加児童入場料（２／２１）の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 芸術鑑賞体験２／２１にかかる施設使用料の支出について
69,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 音楽ソフト他の購入の支出について
140,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校図書館用ソフト他購入の支出について
191,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ購入の支出について
376,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製ベンチ、スツール購入の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 接着剤　他購入の支出について
114,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 映写用マグネットシート他購入の支出について
87,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フロアーシートハンガー購入の支出について
142,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「子ども和英辞典　　外の購入の支出について
303,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ポプラディア情報館Ｎセット外図書室用図書の購入の支出について
302,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「黒魔女さんが通る！！」外購入の支出について
39,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「西遊記」他購入の支出について
142,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 さがしています　ほか図書室用図書購入の支出について
53,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「ミッケ！セット」他の支出について
197,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「植物の特徴を見分ける本」他の支出について
14,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　はじめてであう論語　外購入の支出について
270,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書国語の教科書に出てくる本　外　購入の支出について
361,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「算数の探検」他購入の支出について
378,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書／ちいちゃんのかげおくり　他　購入の支出について
12,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ウルトラマン絵本」外購入の支出について
185,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書／無人島のサバイバル　他　購入の支出について
133,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 福岡教育大学附属福岡小学校教育研究発表会参加費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼代の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄工ドリル外　購入の支出について
17,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット（２ｍ×２ｍ）外１点の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄工用ドリルセット　外購入の支出について
17,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保存袋（角０）他　の購入の支出について
65,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り付バケツ　外の購入の支出について
13,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外の購入の支出について
87,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ　他　購入の支出について
45,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキーブック購入の支出について
201,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シリンダー栓錠購入の支出について
30,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気はんだごてハンガー　外　購入の支出について
76,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー　購入の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
21,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
156,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用水性つやだしニス　外　購入の支出について
61,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェギ工作キット　他　購入の支出について
38,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サムギョプサム用焼肉プレート他の購入の支出について
35,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英字刻印外購入の支出について
24,465
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＢＤプレイヤー購入の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム　他　の購入の支出について
13,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 柔道用ラインテープ　外　購入の支出について
48,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰外購入の支出について
42,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン　他購入の支出について
148,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習に伴う親子クッキング実習材料購入の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜購入の支出について
39,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー（２０ｋｇ袋入）他　の購入の支出について
39,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣプリンター購入の支出について
22,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書（朱書等）購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
27,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
21,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピートナー　購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石けん、外購入の支出について
106,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
35,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用記号ラベル外購入の支出について
61,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキーブック他　購入の支出について
48,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 支柱ハンガー、他購入の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタラベル外購入の支出について
176,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクペーパー　外　購入の支出について
85,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙（四切）　外　購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
73,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラブ用ソフトカラーコーン外購入の支出について
117,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板他の購入の支出について
36,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具　購入の支出について
18,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リガチャー他　購入の支出について
43,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー　外　購入の支出について
25,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナンバーカード他購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン　他　購入の支出について
40,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャング台・外購入の支出について
65,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
507,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス割替工事の支出について
22,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
96,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノの修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス元栓修理の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
63,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 マイクロホン及び体育館スピーカー修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 新春こども大会にかかわる物品運搬代の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 段差解消機運搬の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ他の調律の支出について
31,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
31,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律請負の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
24,885
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
24,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「打打打団　天鼓和太鼓コンサート」公演業務委託の支出について
230,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
106,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 部活動練習にかかるグランド使用料（２／２１）の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 防球ネット（２ｍ×２ｍ）外１点の支出について
112,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ミリオンセラーガール」外の支出について
345,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「地球環境図鑑」　外　購入の支出について
342,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
112,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
247,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科被服実習用ミシン修理の支出について
12,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
75,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 データ通信機器の使用料（２／２４）の支出について
26,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＯＡチェアの購入の支出について
46,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 野球ボール購入の支出について
35,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　照明灯外の支出について
91,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスアドレス設定器の購入の支出について
35,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化成肥料　購入の支出について
33,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ひらがなことばカード１　外購入の支出について
1,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　外購入の支出について
159,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
27,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎１階漏水修理工事の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 さくら他伐採補修工事の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館窓戸車交換工事の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室洗濯排水管詰まり補修の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取換工事の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂　破損ガラス入替え工事の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス取替補修工事の支出について
35,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス固定かまど取替工事の支出について
55,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 被服室ガラス外入れ替えの支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台幕補修工事の支出について
171,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館受水槽オーバーブロー修繕工事の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階女子トイレワイヤー入ガラス入換工事の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ用排水管の詰まり補修の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館３階教室引違扉補修工事の支出について
187,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓修理の支出について
65,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂内男子便所小便器洗浄補修の支出について
123,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水蓋及び棚補修工事の支出について
997,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 天井照明器具交取り付け工事の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 内線電話機配線移設工事の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え工事の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂出入口補修工事の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室扉及び洗面台取替え工事の支出について
225,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水補修の支出について
567,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場整備補修工事の支出について
984,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電話交換設備改修工事の支出について
336,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４－２教室照明器具取替工事の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室破損ガラス入替工事の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎廊下及び階段踊り場の窓面台防水工事の支出について
205,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備等補修工事の支出について
108,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用設備補修工事の支出について
89,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ホール　外　天井落下防止工事の支出について
295,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替え　外　工事の支出について
63,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ（５ヵ所）補修工事の支出について
391,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイド　シーリング補修工事の支出について
76,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別教室照明設備補修工事の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
218,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰｒｉＰｒｉ４月号～３月号の購読料の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 チャイルドリクエスト（４月～３月分）購読料の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 新入園児の氏名印　購入にかかる支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布ガムテープの購入の支出について
7,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 キンダーおはなしえほん４月号～３月号の購読料の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊おはなしワンダー（４月～３月分）購読料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガス貯蔵湯沸器取替工事の支出について
248,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
8,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度保育証書揮毫業務委託の支出について
4,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
180,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
30,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 市社会部全体会（１月）にかかる講師謝礼金の支出について
11,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市生活・総合部授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
23,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンターインク　購入の支出について
77,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷にかかる経費の支出について
149,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 テナーサックス借上げ使用料の支出について
77,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 講座ＤＶＤ「ハイレベル理系数学」借入の支出について
187,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 講座ＤＶＤ「入試英語総合　発展編①」外借入の支出について
375,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付ディスプレイ（仕様書）購入の支出について
445,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１月３０日実施）講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族楽器舞踊の指導にかかる講師謝礼（２／４）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「３年見えないってどんなこと」の講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１月３０日実施）講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい児自立支援事業実施に伴う講師謝礼の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習の講師謝礼にかかる経費の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１月３０日実施）講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「たくさんのふしぎ」４月～３月分購入の支出について
8,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電熱線発熱実験器　外　購入の支出について
9,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計外購入の支出について
57,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックスの購入の支出について
71,232
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミヒナ段枠他購入の支出について
81,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット外購入の支出について
136,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
83,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板他購入の支出について
71,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習用色紙他購入（２／２４）の支出について
10,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ購入の支出について
47,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
75,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　花の土　他購入の支出について
47,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ　他購入の支出について
255,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　花の土　他購入の支出について
10,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機用ノズル　購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カクハン機　外　購入の支出について
49,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣装ケース購入の支出について
6,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外購入の支出について
33,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かがくのとも（４～３月号）外購読料の支出について
20,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読書カード　外　購入の支出について
8,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両手鍋外購入の支出について
77,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
47,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋼材（縞鉄板）　他購入の支出について
68,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューナーユニット購入の支出について
37,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸底フラスコ　外購入の支出について
70,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板、他購入の支出について
90,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ他の購入の支出について
4,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
17,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャネットシート購入の支出について
28,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード（脚付）外購入の支出について
111,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶外購入の支出について
81,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示用ハングル表　外購入の支出について
28,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウォッシャー　外　購入の支出について
41,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字辞典購入の支出について
198,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン他購入の支出について
55,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用具・消耗品の購入の支出について
81,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製ヨーヨー他購入の支出について
35,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防塵サンダー外購入の支出について
12,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ購入にかかる経費の支出について
39,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　外の購入の支出について
46,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 桜型名札外購入の支出について
51,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入に伴う経費の支出について
54,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
318,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＲＩＳＯマスターＺタイプ　購入の支出について
60,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
127,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　ほか　の購入の支出について
31,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 担架収納ケース　購入の支出について
38,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス戸車購入の支出について
47,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスター「いま　どんなきもち　１」購入の支出について
280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルダッチシングル用ロープ他購入の支出について
96,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 芸術鑑賞にかかる石油ファンヒーター用石油購入の支出について
1,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 指導案集印刷の支出について
84,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入替補修の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館北側防火扉　外の修理の支出について
51,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食物資搬入門の（戸車交換）修理の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入替補修の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ　ピストンバルブ他取替工事の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 新館４階照明回路補修工事の支出について
64,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３Ｆ身障者トイレ洋式大便器詰り修理の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室トイレ天井換気扇取替修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理外の支出について
53,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内インターホン修繕の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
53,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
9,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
21,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コピー機の修理の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遠赤外線ヒーター修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校舎出入口扉フロアヒンジ交換工事の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機の修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ鍵盤修理の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関電気錠修理の支出について
102,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
29,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律手数料の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務の支出について
17,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
69,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内漏水調査委託の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
32,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足付添職員入場料（２／２５）の支出について
24,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 音楽鑑賞会にかかる児童入場料の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スクリーン他購入の支出について
142,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機購入の支出について
388,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラの購入の支出について
61,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機の購入の支出について
298,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 証書捺印器１台購入の支出について
46,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ他の購入の支出について
310,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「めがねうさぎ」外購入の支出について
155,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　かぜのふえ　外４９点の購入の支出について
264,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ムーミン童話全集」外購入の支出について
266,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育授業用講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用白線材　購入の支出について
55,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
228,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンシル刷毛外６点購入の支出について
46,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他購入の支出について
122,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん　外　購入の支出について
47,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー　他　購入の支出について
69,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス床用他購入の支出について
54,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣソフト購入の支出について
49,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース（Ａ４型１０段）１２台の購入の支出について
58,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコック　購入の支出について
22,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 知っておきたい保健と教育のキーワード追録の支出について
1,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用柄つきタワシ他購入の支出について
74,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーシート購入の支出について
230,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
60,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラ付玄関子機　購入の支出について
15,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
13,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
59,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防水マット他購入の支出について
73,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板段ボール　外購入の支出について
18,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室排水詰まり修繕工事の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ウォータークーラー用電源補修工事の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理の支出について
1,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
17,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
8,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 携帯用会話補助装置　購入の支出について
85,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「機関車先生」　外　購入の支出について
240,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「カビのふしぎ」他購入の支出について
316,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
113,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ステアリングダンパーの購入の支出について
11,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートフイルム外購入の支出について
38,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モップの柄外の購入経費の支出について
39,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲン電球外の購入の支出について
19,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 オイルの購入の支出について
21,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バックボード外購入の支出について
63,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ホッチキス他購入の支出について
47,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 受検票の印刷経費の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 美術教材ＤＶＤ外購入の支出について
35,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル印刷機用マスターの購入の支出について
388,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー外の購入経費の支出について
19,530
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用　理教連模擬試験問題　購入の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 資料　養護教諭ハンドブック　追録　購入の支出について
11,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
38,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 教室改造ガス設備工事の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食育紙芝居外購入の支出について
78,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ベルナのしっぽ　ＤＶＤ　外　購入の支出について
8,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ジョイントマット購入の支出について
84,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 溶接機購入の支出について
11,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
139,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館自動火災報知設備　感知器取替工事の支出について
330,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場内　給水管漏水修理請負の支出について
82,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール側面塗装工事の支出について
411,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館２階廊下防音ガラス入替の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備修繕補修工事の支出について
107,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上ＥＶ機械室の天井・外壁雨漏り補修工事の支出について
441,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階南館暗室横防火シャッター補修工事の支出について
85,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室・図工室・会議室床補修工事の支出について
327,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 女子トイレ給水管漏水補修の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備補修工事の支出について
478,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 アクリルガラス入れ替え補修工事の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン設置（交換）工事の支出について
63,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床研磨の支出について
665,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５号館２階男子トイレ節水器修理工事の支出について
17,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防球ネット取付工事の支出について
996,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 クッションチェア購入の支出について
69,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンタ　購入の支出について
226,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
34,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習国語辞典の購入の支出について
82,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 買い物カゴ他の購入経費の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット型ＰＣ　購入の支出について
94,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 英語教材印刷　外の支出について
349,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 封筒の印刷の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ケント紙購入の支出について
44,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 七輪（木炭コンロ）活動体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／４昔の遊び・くらし講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育指導にかかる講師謝礼金（２／６）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 出前授業（盲導犬のお話）にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習　茶釜工房見学にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実物投影機　他購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
18,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗外の購入の支出について
21,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外購入の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽教授用物品「コンガスタンド」他の購入の支出について
21,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　ほかの購入の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製本接着剤　他購入の支出について
23,330
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌スノコ購入の支出について
31,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上皿てんびんの購入の支出について
44,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用具ロッカー外購入の支出について
87,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち米外購入の支出について
21,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外　購入の支出について
73,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー用替刃購入の支出について
25,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード用水性ペン外購入の支出について
48,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
36,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンワゴン購入の支出について
33,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
110,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札の製造の支出について
73,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
18,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外の購入の支出について
129,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外　購入の支出について
72,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター他購入の支出について
11,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フリスビー外購入の支出について
18,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
84,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 割り箸他購入の支出について
5,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 介　購入の支出について
26,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター　他　購入の支出について
64,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バットサーバー外購入の支出について
71,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
73,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーチングキーボード外の購入の支出について
52,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全ピン他購入の支出について
65,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国人教育活動にかかる材料購入（２／２６）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外の購入の支出について
49,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハーネス外購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
110,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 革手袋　外　購入の支出について
77,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 本「クイズでチャンツ」外　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「道徳授業の発問構成１・２年」外購入の支出について
14,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　製造の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズカバー外購入の支出について
13,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌まな板　購入の支出について
29,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングタイマー　外購入の支出について
77,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
8,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
57,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気ヒーター外購入の支出について
16,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外の支出について
108,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
40,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外購入の支出について
44,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ外購入の支出について
73,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ外購入の支出について
7,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外購入の支出について
34,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クロスバー　他　購入の支出について
76,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム外購入の支出について
37,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
213,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
124,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード購入の支出について
70,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務処理用物品「ゼムクリップ」他の購入の支出について
54,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃外購入の支出について
19,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機クリーニング用バルブ他の購入の支出について
16,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書新しい国語２上研究編　外購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オープンラック他の購入の支出について
62,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石付着防止剤　外購入の支出について
101,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗台外購入の支出について
35,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍外購入の支出について
76,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文用紙、画用紙類購入の支出について
55,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玉杓子外購入の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 補助ローラー　外　購入の支出について
116,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り外購入の支出について
48,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
28,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外購入の支出について
38,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン（テフロン加工）外　購入の支出について
15,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
49,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス修理代の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室網戸張替の支出について
7,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用球根皮剥機修理の支出について
15,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機修理の支出について
41,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
49,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（エディシス）修理の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機専用台車　修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 充電ドリルドライバー充電器の修理の支出について
4,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 乾燥機修理の支出について
5,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
98,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬費外の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験学習にかかる参加児童交通費（２／２６）の支出について
16,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ダイハツ工場見学にかかる児童交通費（２／２６）の支出について
6,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬費外の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
22,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
42,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務の支出について
6,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　揮毫業務の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の請負の支出について
9,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
7,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
69,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ポプラ強剪定の業務委託の支出について
478,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
41,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
49,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３月分左専道運動場使用料（２／２５）の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 琴（集約物品）購入の支出について
65,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 補助ローラー　外　購入の支出について
39,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レターケース型収納庫の購入の支出について
139,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機クリーニング用バルブ他の購入の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マーチングキーボード外の購入の支出について
234,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「空のふしぎ図鑑」外の購入の支出について
349,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ほねほねザウルス」外購入の支出について
282,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　日本のくらし知恵辞典　外　購入の支出について
90,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おしゃべりさん」他　購入の支出について
346,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「恋する和パティシエール」外購入の支出について
295,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脳を鍛える大人の計算ドリル　外　購入の支出について
2,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースノズル他購入の支出について
98,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 片袖デスクの購入の支出について
102,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グロースターター型２０Ｗ直管外の購入の支出について
12,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート　外　購入の支出について
59,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タックシール外購入の支出について
19,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン整備用パソコンソフト購入の支出について
43,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース購入の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 百人一首かるた外購入の支出について
130,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙他１点購入の支出について
124,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック外購入の支出について
55,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中質紙の購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
42,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コートブラシ（幅１５０ｃｍ）他　の購入の支出について
70,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学生机　外　購入の支出について
174,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタトナー　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス皿外１６点購入の支出について
70,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ外購入の支出について
36,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４厚口ざら紙他購入の支出について
132,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス刷毛　外　購入の支出について
56,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌パック　外　購入の支出について
65,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙　外購入の支出について
60,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 緊急災害用浄水装置フィルター購入の支出について
11,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 さしがね　他　購入の支出について
31,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水切りネット　他購入の支出について
13,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤外購入の支出について
34,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 薬包紙　他　の購入の支出について
31,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールバスケット　他　購入の支出について
33,250
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用引違戸錠・丸球ネジ締の購入の支出について
39,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床ワックス外購入の支出について
34,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラニンスポンジ外購入の支出について
271,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン台外購入の支出について
35,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書館用　遮光カーテン　購入の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屑入れ他の購入の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両刃のこぎり替刃　他の支出について
129,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙Ａ４外購入の支出について
98,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
116,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰水　外　購入の支出について
88,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階１年２組　教室窓ガラス補修工事の支出について
3,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス　外　修理の支出について
99,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理一式の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コントラバス、他修理の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
157,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンターの修理の支出について
59,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 第一職員室　デスクトップＰＣ　修理の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫　リサイクル料　外の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料の支出について
1,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料の支出について
1,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫　リサイクル料　外の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務請負の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
61,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノート型パソコン（通級学級用）　購入の支出について
77,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「童子の輪舞曲　僕僕先生　外」購入の支出について
231,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ネコあるある」外購入の支出について
128,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「カブキブ！１」ほか　購入の支出について
75,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あの日のこと」外購入の支出について
264,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 『成り立ちで知る漢字のおもしろ世界』外購入の支出について
154,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「Ａ．Ｒ．Ｉ焼き菓子の本」外購入の支出について
186,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
9,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒証印刷の支出について
6,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット他の購入経費の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
1,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 グリップテープ外購入の支出について
7,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
36,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 静音台車　他の購入の支出について
59,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳｔｕｄｙａｉｄＤ．Ｂ生物総合版２０１３購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
399,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕請負経費の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料２月分（２月２６日）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「なぎさ」外の購入の支出について
76,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー外購入の支出について
64,470
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ダストボックスの購入の支出について
41,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
10,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車他の購入の支出について
74,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグシートローマ字黒板購入の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 土砂落し用樹脂マット　の購入の支出について
22,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 壁掛け時計の支出について
4,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘルメット　外　購入の支出について
39,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラインカーの購入の支出について
10,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 手動鉛筆削り　購入の支出について
2,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車の購入の支出について
7,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホワイトボードシート　購入の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　購入の支出について
2,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 家庭科用包丁外購入の支出について
27,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大三角定規外購入の支出について
14,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 白地布　他　購入の支出について
1,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロッカー　購入の支出について
34,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 工作マット外購入の支出について
24,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教師用コンパスの購入の支出について
5,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッドフォンイアーパッド購入の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
165,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーゴールネット購入の支出について
28,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チェーンソー外購入の支出について
73,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ボールかご　外　購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポゼション表示器　外購入の支出について
12,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 太陽光発電設備パワーコンディショナ補修工事の支出について
165,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ウォータークーラーガード設置の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内内線電話機移設工事の支出について
60,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内非常放送用スピーカー補修工事の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎１階ガラス入替工事の支出について
136,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 土山・土管・タイヤ撤去外工事の支出について
751,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用ノートパソコン　購入の支出について
131,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「絵本の読み聞かせ」にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ、ラミネーター購入の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
90,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おはなしメイト傑作選４月号～３月号の購読料の支出について
11,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
19,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 サンチャイルド（４～３月）購読料の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
8,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 人工芝張替え工事の支出について
196,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律　（アップライト３　グランド１）の支出について
30,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 保健室用認知教材購入の支出について
40,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 指導案集の印刷の支出について
380,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 リーフレット印刷の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
17,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
40,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー不織布ロール外購入の支出について
131,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用物品「学習シール」他の購入の支出について
134,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙４切白他２０点購入の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座敷ほうき外購入の支出について
28,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
36,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なわとび台購入の支出について
245,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
475,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁他購入の支出について
46,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　外　購入の支出について
44,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
456,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
49,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級図書文庫　空の絵本　外１６点の購入の支出について
27,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙外購入の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機部品の購入の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
68,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる消耗品の購入（２／２７）の支出について
29,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書購入の支出について
73,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板外購入の支出について
56,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木版用ベニヤ板外購入の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用樹脂ほか購入の支出について
106,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お手玉　外購入の支出について
5,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
367,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッチビー用ディスク外購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外３点　購入の支出について
29,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「シートン動物記」外　購入の支出について
70,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画版片面カラー　外５点　購入の支出について
50,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬外購入の支出について
21,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インク外購入の支出について
45,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
416,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂道路側網入り窓ガラス破損修理の支出について
26,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
21,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄棒及び肋木支柱補修の支出について
68,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽科指導用アンサンブルオルガン修理の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機　修理の支出について
22,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス炊飯器　修理の支出について
8,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　ボイラー修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２月２７日の支出について
3,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 昔の体験学習にかかる参加児童交通費２／２７の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生社会見学（２／２７）参加児童交通費の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学交通費の支出について
11,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
57,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 リフティー座卓購入の支出について
288,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書一式（仕様書）購入の支出について
437,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箏立奏台の購入の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
63,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具購入の支出について
15,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
52,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外購入の支出について
78,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 抹茶購入（２／２６）の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
225,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コーンバー補修リング購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音叉　外　購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土、外購入の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
185,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカーペン購入の支出について
16,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
59,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
12,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科指導用ＣＤ　外購入の支出について
116,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック購入の支出について
106,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャック付ポリ袋外購入の支出について
9,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式用バット　外　購入の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電池外購入の支出について
14,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
17,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井補修工事の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ補修の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
49,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大気ばい煙測定業務委託の支出について
45,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査委託業務の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 下福島グランド使用にかかる使用料（２／２６）の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「疾風ロンド」外購入の支出について
367,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 福祉ボランティア科特別非常勤講師謝礼の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 福祉ボランティア科特別非常勤講師謝礼の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
2,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
140,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
38,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室（１－７）北側窓ガラス補修の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 アリーナ機械室内排気ファンベルト交換工事の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
12,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
116,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
30,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
2,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ブラインド　外　購入の支出について
94,059
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　会議用長机　購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケット用リングネット外購入の支出について
68,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テンキー購入の支出について
2,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　卓上ゲーム「オセロ」購入の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 さすまた・特殊警棒セット　購入の支出について
44,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　軟式野球用マスク　外　購入の支出について
57,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 顕微鏡外購入の支出について
94,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トランシーバー　外　購入の支出について
48,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気不良に伴う改善整備工事の支出について
479,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館雨漏り補修工事の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館４階ＬＬ教室改修工事の支出について
288,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 玄関前暖房系統ガス漏れ修理配管改修工事の支出について
107,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 職員室　転落防止　面格子設置工事の支出について
334,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
103,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トランシーバー　外　購入の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 音楽おはなしの会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おはなしひかりのくに（４月～３月）外　購読料の支出について
19,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 手洗い場水栓金具補修工事の支出について
33,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
45,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育実施にかかる付添教職員の入園料２／２８の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解研修会にかかる講師料の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他　購入の支出について
75,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍「ＩＦＲＳの基礎」他購入の支出について
34,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 読み聞かせ用絵本（おまえうまそうだな　外）購入の支出について
48,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび学習にかかる講師謝礼金の支出について
33,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室フードスライサー用立刃購入の支出について
7,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズカバー購入の支出について
22,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール　外　購入の支出について
34,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
10,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
43,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　他購入の支出について
207,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インク　外購入の支出について
119,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小ほうき外購入の支出について
20,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新しい国語五年上」外購入の支出について
68,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品購入の支出について
14,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用物品「白画用紙」他の購入の支出について
191,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「ピノッキオの冒険」他の購入の支出について
104,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸外購入の支出について
74,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の救急保存液　外購入の支出について
23,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習にかかる調理実習材料費２／２８の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習にかかる調理実習材料２／２８の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄カラーＬアングル　外　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェット複合機外購入の支出について
210,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
78,282
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　外購入の支出について
46,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー購入の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給湯器購入の支出について
47,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かゆみ止めクリーム他購入の支出について
14,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸用粘土外の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クレゾール外の購入の支出について
17,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
117,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室ＴＶハンガー取付及び照明スイッチ増設工事の支出について
79,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室（３－１）のガラスの補修の支出について
1,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え工事の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室絶縁不良補修の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 第２理科室前面黒板張替修繕の支出について
185,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ修理の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス割れ入替補修の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送システム修理の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館の時計修理の支出について
145,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
27,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼き物機修理の支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラーインクジェットプリンタ修理の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 和太鼓１尺２寸両面破れ修理の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコンパネル割れ修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 乾燥機修理の支出について
32,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠修理の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 室外機修理の支出について
56,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜ガス漏れ修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送設備修理の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
18,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用鯛外購入の支出について
97,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生社会見学（２／２８）にかかる交通費の支出について
672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 生徒負傷にかかる緊急タクシー代の支出について
1,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 生徒負傷にかかる緊急タクシー代の支出について
900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／２８）の支出について
8,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験学習にかかる児童交通費（２／２８）の支出について
27,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び拝観料の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／２８）の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学（２／２８）にかかる交通費の支出について
11,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
6,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書にかかる業務委託の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び拝観料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／２８）の支出について
6,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足付添入場料（２／２８）の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
231,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 職員室用　据置金庫　購入の支出について
262,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段（仕様書）購入の支出について
631,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
179,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「１４ひきのシリーズ」外購入の支出について
254,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「ことばあそびうた」外購入の支出について
27,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琴爪外購入の支出について
97,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アートスタンプパッド外購入の支出について
15,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「ＨＩＶってなに？」　外　購入の支出について
77,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
39,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
85,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット包帯　外　購入の支出について
28,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん　　外　　購入の支出について
59,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
8,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキー帳購入の支出について
58,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
43,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学園名入り封筒購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用材料「角パイプ」ほか　購入の支出について
115,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 出入り口扉補修工事の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館外鋼製扉補修の支出について
80,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年２組教室　窓ガラス割れ替え工事の支出について
2,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 低圧漏電点検補修の支出について
14,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れに伴う補修工事の支出について
1,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理の支出について
51,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理代の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
157,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用パソコン修理の支出について
36,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用カフェオレ外購入の支出について
29,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
11,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
16,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加生徒交通費（２／２８）の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
23,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
37,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パネル他購入の支出について
93,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用ラインパウダー購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤他購入の支出について
77,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスネット外購入の支出について
48,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＰＵ　他の購入の支出について
399,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 下足ロッカー用扉購入の支出について
55,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒーティングガンの購入の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵具外の購入の支出について
99,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドホン・マイク付の購入の支出について
253,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 定規外の購入の支出について
13,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
8,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外の購入の支出について
78,402
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モダンプレート他購入の支出について
83,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 散水用ホース他　購入の支出について
155,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 テニスネット修理の支出について
18,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 黒板の塗替え及び張替え修理の支出について
155,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
23,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 耐寒マラソン用資材搬送の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 合格通知発送にかかる郵送料（２／２７）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる執筆翻訳料の支出について
65,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の揮毫業務委託の支出について
22,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 顕微鏡の購入の支出について
42,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書ＨＵＧ！ｆｒｉｅｎｄｓ外購入の支出について
79,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用書籍「終物語」他　購入の支出について
78,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ひらがな書き順板　外　購入の支出について
19,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書　木を植えた男外購入の支出について
209,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤の購入の支出について
21,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 点字プリンタ用紙　購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
27,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
9,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マイクロソフトタブレット外１点購入の支出について
177,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　木を植えた男外購入の支出について
168,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「へんしんオバケ」他購入の支出について
307,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 モクヘリン（鐘）購入の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 工場扇の購入の支出について
14,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 防犯ブザー外購入の支出について
27,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 案内板　購入の支出について
39,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　家庭用ゲーム機本体　外購入の支出について
42,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 武道場漏電等緊急補修の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前廊下等補修工事請負の支出について
197,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室空調機高圧薬品洗浄の支出について
96,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレブース補修工事の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館正面入口ドア修理の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール給水用制水弁不良漏水取替修理の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏（教室、メーター横ガス栓）修繕工事の支出について
33,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替修理の請負の支出について
3,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替修繕の支出について
135,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール行給水管漏水補修の支出について
174,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠システム改修工事の支出について
167,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第二音楽室　壁面補修工事の支出について
115,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室出入口窓ガラス入替工事の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備　体育館系統補修工事請負の支出について
223,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室棟階段室雨漏り修理の支出について
966,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コンセント増設工事の支出について
62,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室ガス栓取り付け配管補修工事の支出について
405,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス冷暖房機事務室ヤマハＧＰＳ修繕の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室床　樹脂加工　工事の支出について
279,510
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン補修工事の支出について
146,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図工室外壁漏水補修工事の支出について
628,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ビジネスホン設備補修　ワイヤレス機取替他工事の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ修理部品取替工事の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎と西校舎との間の給水管破損補修工事の支出について
248,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂控室天井板補修工事の支出について
27,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階防火シャッター補修工事の支出について
59,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防排煙設備取付工事の支出について
282,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス割れ入替補修の支出について
20,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター取替工事の支出について
232,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え工事の支出について
7,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽用球水栓取替工事の支出について
49,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ２階トイレ電源工事の支出について
34,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集じん機購入の支出について
40,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＦＡＸトナー外の購入の支出について
34,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
17,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 大型絵本（ねずみくんのチョッキ）他　購入　の支出について
17,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 配合肥料　他　購入の支出について
5,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コーンポスト外の購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,559,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
105,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,886,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 外塀塗装工事の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
89,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
29,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 キャリア教育指導案指導・助言にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生用講師謝礼金の支出について
55,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 自主研究授業（２／５）にかかる講師謝礼金の支出について
13,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 なわとび、ふせん購入の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究集録印刷の支出について
96,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
34,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業における特別支援員への報償費の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 むかしのくらし体験　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生「韓国・朝鮮の文化、歴史を学ぶ」講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 むかしのくらし体験　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習の講師謝礼にかかる経費の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お琴、尺八鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／４昔の遊び・くらし講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語言語活動研修会　講師謝礼の支出について
15,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験　講師謝礼の支出について
8,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「外国人教育」に関わる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「わたしたちの健康」の話にかかわる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お琴、尺八鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族音楽体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年七輪体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国朝鮮の文化の体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業における特別支援員への報償費の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「おはなしの世界」読み聞かせにかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数プリント外購入の支出について
32,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舞踊用ピニョ（かんざし）外　購入の支出について
70,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット　購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ外購入の支出について
61,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 職員室ブラインド購入の支出について
118,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　６Ｌ　外購入の支出について
83,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　他　購入の支出について
99,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛糞堆肥　外購入の支出について
4,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　小Ａ版ほか購入の支出について
88,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
48,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木床用水性ワックス購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン　外　５点　購入の支出について
34,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さび止め入りペンキ外購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンギセット　外　購入の支出について
84,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光形（メタルハライドランプ）購入の支出について
31,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字用半紙　外購入の支出について
71,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジグザグミシン購入の支出について
162,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 普通便座購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外　購入の支出について
84,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん容器　外購入の支出について
34,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外購入の支出について
98,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他購入の支出について
9,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用ドラム　購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ　外購入の支出について
27,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
47,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
183,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
123,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
102,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジほか購入の支出について
52,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入にかかる経費の支出について
98,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外購入の支出について
74,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
40,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗　外購入の支出について
35,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 七輪　外購入の支出について
19,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子及びＣＤ「児童会活動指導のレシピ」の購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
294,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土、カラー版画板購入の支出について
97,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
27,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
182,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
260,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　外　購入の支出について
85,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
81,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 亀の子たわし外購入の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙・画用紙他購入の支出について
93,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガスほかの購入の支出について
97,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶外購入の支出について
41,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外購入の支出について
13,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土・ボンド他購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャム・バター入　外４件　購入の支出について
138,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外　購入の支出について
94,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木炭の購入の支出について
2,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,040,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　外購入の支出について
48,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大きな運転席図鑑外購入の支出について
6,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通級学級用指導図書の購入の支出について
39,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス回転釜用コックツマミ購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市立五条小学校長印の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直流電流計　外　購入の支出について
91,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用インク外購入にかかる経費の支出について
33,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステイズオンスタンプ　外購入の支出について
104,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学道徳「指導書」２年　購入の支出について
2,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セメント購入の支出について
2,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用包丁研ぎ器　外　購入の支出について
71,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　国語　東書　６年上　外４点　購入の支出について
4,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード外２点　購入の支出について
4,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ他購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「アルファベットチャンツ」外の購入の支出について
37,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用ＦＡＸ　他購入の支出について
55,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーティション　外購入の支出について
61,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目玉クリップ　他購入の支出について
221,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
45,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
706,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
39,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
12,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
71,104,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室三槽シンク排水管修理の支出について
19,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館用校内インターホン配線工事の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰエアコン空調設備修繕工事の支出について
29,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 掲示板建具取付工事の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修理の支出について
5,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理請負の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機用洗剤供給装置修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器修理の支出について
4,410
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
17,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ヘッドホン外の修理の支出について
40,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送装置修理の支出について
94,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
31,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機の修理の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理外の支出について
84,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 特別支援教室乾燥機　修理の支出について
10,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
53,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
11,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
29,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸鋸点検・補修の支出について
27,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー　修理の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク　修理の支出について
19,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸かし器修理の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用扉戸車修理の支出について
187,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミュージックデータープレイヤー修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機修理の支出について
39,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンターＬＰＭ５０００Ａ修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
57,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験的な活動にかかる参加児童交通費（３／３）の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,714,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,842,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（３／３）の支出について
2,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
29,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
614,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ移設作業手数料の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律手数料の支出について
24,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
30,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務の支出について
38,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の揮毫業務委託の支出について
14,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
8,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,180
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕業務委託の支出について
5,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書委託の支出について
18,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定・治療　外の支出について
399,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
45,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
47,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
11,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ（仕様書）購入の支出について
510,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 目玉クリップ　他購入の支出について
121,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器（集約物品）購入の支出について
462,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソファー　外購入の支出について
300,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 身長計購入の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
1,028,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＳＤカード外２点　購入の支出について
148,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン外購入の支出について
147,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　動物と話せる少女リリアーネ外購入の支出について
171,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書用図書「ペレのあたらしいふく」他購入の支出について
316,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宇宙がきみを待っている」　他購入の支出について
220,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書ぜったいねないからね他　購入の支出について
106,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『のせてのせて』外購入の支出について
368,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「小学館の図鑑ＮＥＯ昆虫」外の購入の支出について
213,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かいけつゾロリ」外購入の支出について
103,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
42,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「サイエンスコナン」外購入の支出について
95,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本のくらし絵事典」外購入の支出について
33,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かあさんふくろう」外購入の支出について
334,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふたりはともだち」外　購入の支出について
319,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「ポプラディア情報館」外図書室用図書の購入の支出について
231,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 石けん容器　外購入の支出について
7,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学習カウンセリング事業にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学習カウンセリング事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学習カウンセリング事業にかかる講師謝礼金の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 基礎からの学習法の講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 基礎からの学習法の講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学習カウンセリング事業にかかる講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講話に係る講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
37,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機補修部品購入の支出について
2,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デザイントーン　外　購入の支出について
9,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム膜外購入の支出について
140,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ購入の支出について
25,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管　外購入の支出について
137,655
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットレコーダー　他　購入の支出について
138,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本歴史人物資料カード購入の支出について
27,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 せっけんネット外購入の支出について
61,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト　外購入の支出について
162,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機替え刃他購入の支出について
24,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,984,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
77,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムハードル　外　購入の支出について
87,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキー帳の購入の支出について
36,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
85,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン電池外購入の支出について
83,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　購入の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用培養土購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン　購入の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリームクレンザー　他の支出について
37,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックエンド　他　の購入の支出について
67,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　外　購入の支出について
19,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用長机　外（仕様書）購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
21,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジモップ　外購入の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スジョセット　外７点購入の支出について
81,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ　外　購入の支出について
161,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花パーツ外購入の支出について
23,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
372,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
14,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンホルダー外１３点の支出について
91,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
358,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
71,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
35,977,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術準備室洗面器排水管修理の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 給茶室給水シスターンボールタップ取替え修理の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 壁用ガス栓取替工事外の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館水銀灯ランプ及び電球取替工事の支出について
165,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガス栓取替え及びガス漏れ修理の支出について
7,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＬＬ教室システム修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館放送設備修理の支出について
36,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸のこ（卓上固定アーム）修理の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ティンパニ修理の支出について
39,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
67,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機　の修理の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,184,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,291,390
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
24,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
164,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
59,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
19,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料３月分（２／２８）の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器（集約物品）購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ外購入の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 会議用長机　外（仕様書）購入の支出について
747,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
80,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「人間力の鍛え方」外購入の支出について
307,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科１モデル謝礼の支出について
218,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
6,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,418,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
59,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
18,240,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラスの入替　Ｓ１Ｂ教室の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポンの修理の支出について
158,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
155,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
365,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 二級ボイラー技士免許試験受験にかかる生徒交通費の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
59,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
63,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 スキー実習付添職員リフト代等（支払予定３／１）の支出について
232,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
38,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器（集約物品）購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
22,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 ＩＣＴ機器活用研修会にかかる講師謝礼金の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
734,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
4,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,835,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
145,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
83,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教師用ブロック　外　購入の支出について
47,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メトロノーム購入の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライン引き・電子ホイッスル・水温計の購入の支出について
14,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゴミ箱　購入の支出について
58,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 クライミングホールド　購入の支出について
73,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ジグザクミシンの購入の支出について
162,750
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バドミントンスコアボード購入の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
59,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロックミシン外購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長胴太鼓　外　購入の支出について
78,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動裁断機外購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 跳び箱用すべり止めシート　外購入の支出について
58,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスコンロ購入の支出について
5,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゲームベスト外４点の購入の支出について
42,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パンチ購入の支出について
2,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 郵便用はかり　購入の支出について
2,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂舞台下収納部補修工事の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替工事の支出について
199,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 散水栓設置工事の支出について
44,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５年１組教室用扉窓ガラス入れ替えの支出について
2,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽ボールタップ取替工事の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室コンセント補修工事の支出について
9,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室回転かまど取替工事の支出について
367,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機外購入の支出について
376,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
64,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱用すべり止めシート　外購入の支出について
138,620

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
36,260

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
1,023,894

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
104,120

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
331,160

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
157,340

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
99,520

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
13,671

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
3,666

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
4,990

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
865,038

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
1,760

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
580

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
670

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
23,542

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
1,585

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
72,567

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
1,038

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
847

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
901

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
486

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
17,530

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
21,740



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
282,280

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
650

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
820

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
30,170

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
300

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
195,240

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
994,708

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
521,232

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
60,093

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
40,416

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
1,140

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,040

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
4,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
2,930

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
40,695

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
36,640

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
13,660

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
17,998

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
962,655

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
9,620

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
28,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
712,746

消防局 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 総務課用会議費の支出について（大都市消防長会議（平成26年２月６日開催））
6,000

消防局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 救急課用会議費の支出について（第45回大都市警防（救急）担当部課長会議　平成26年２月７日開催）
2,000

消防局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局１２月分）
2,551

消防局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（１２月分）
7,884

消防局 総務課 平成26年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎外８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（１１月分）の支出について
134,820

消防局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（全国消防防災主管課長会議の開催に伴う職員派遣）
56,040

消防局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用航空隊基地水道料金の支出について（１２月分）
1,484

消防局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用高所カメラ（ツイン）電気料金の支出について（１月分）
20,886

消防局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（１月分）
252,664

消防局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 産業廃棄物用電子マニフェスト使用に伴う手数料の支出について（１０～１２月）
12,442

消防局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用北消防署外８９か所清掃業務委託経費の支出について（１０～１２月分）
3,727,500

消防局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬処理業務委託料（１２月分）の支出について
264,936

消防局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 災害備蓄用食糧（クラッカー）外２点の購入経費の支出について
509,229

消防局 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（１月分）
5,319

消防局 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用データサービス利用料金（消防局１２月分）に伴う経費の支出について
16,713

消防局 総務課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局１２月分）
5,000

消防局 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（全国航空消防防災協議会消防防災航空隊長会議及び隊員合同研修会の開催に伴う職員派遣）
36,120

消防局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用管外出張旅費の支出について（「用途区分・消防用設備等の規制のあり方に係る作業チーム」専門委員会合（第３回）の開催に伴う職員派遣）
926

消防局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（潜水士免許取得試験受験に伴う職員派遣）
12,320

消防局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（消防防災機器等の開発・改良、消防防災科学論文及び原因調査事例報告に関する表彰選考委員会）
28,680

消防局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（「第22回全国救急隊員シンポジウム」の開催に伴う職員派遣）
69,800

消防局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（六都市救急担当課長会議の開催に伴う職員派遣）
29,880

消防局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用ＬＰＧ料金の支出について（１月分）
44,543

消防局 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 予防課用管外出張旅費の支出について（「用途区分のあり方に係る作業チーム」専門委員会合（第３回）開催に伴う職員派遣）
567
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消防局 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 予防課用管外出張旅費の支出について（平成25年度「火災予防の実効性向上作業チーム」第２回会合の開催に伴う職員派遣）
926

消防局 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員用麦茶外１点（２）の購入経費の支出について
197,883

消防局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用蛍光灯Ａほか１９点の購入経費の支出について
300,651

消防局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用地域冷暖房ガス料金の支出について（１月分）
295,780

消防局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用高所カメラ（オーク）電気料金の支出について（１月分）
22,426

消防局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用梅田出張所光熱水費の支出について（１月分）
251,932

消防局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成２６年大阪市消防出初式会場設営撤去委託並びに同経費の支出について
7,329,000

消防局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（１月分）
2,628

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（１月分）
12,466

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（１月分）
27,605

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用管外出張旅費の支出について（「建築物と消防設備”ルートＣ”」講習会開催に伴う職員派遣）
28,260

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（大都市消防長会議及び一般財団法人全国消防協会常任理事会等の開催に伴う職員派遣）
70,920

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（第45回大都市警防（救急）担当部課長会議の開催に伴う職員派遣）
28,100

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行法規総覧追録７２７－７４３号」の購入経費の支出について
19,108

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「航空路誌改訂版０５５号ほか７点」購入経費の支出について
22,960

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
42,380

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「大阪市消防関係例規集追録４２９号」購入経費の支出について
78,300

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「大阪市消防関係例規集追録４３０号」購入経費の支出について
78,300

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「新耐火防火構造・材料等便覧追録８２６号ほか１点」購入経費の支出について
8,850

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「航空機検査業務サーキュラー集　追録第５０号」購入及び経費の支出について
4,000

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「問答式　ＬＰガス取扱の実務　追録３５号」購入経費の支出について
3,450

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
14,175

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（１月分）
181,592

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（１月分）
292,851

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
19,950

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
6,405

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
9,000

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
17,388

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
1,000

消防局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（１月分）
159,003

消防局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館水道料金の支出について（１月分）
1,921

消防局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（「特定操縦技能の審査」受験に伴う職員派遣）
28,500

消防局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（緊急援助隊の登録に係るヒアリングに伴う職員派遣）
56,040

消防局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館水道料金の支出について（１月分）
1,921

消防局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用高所カメラ（スイスホテル）電気料金の支出について（１月分）
25,294

消防局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用西九条出張所電気料金の支出について（１月分）
236,928

消防局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館水道料金の支出について（１月分）
3,841

消防局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
201,480

消防局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用郵便切手１２０円外４点の購入経費の支出について
75,500

消防局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局１月分）
5,214

消防局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 職員宿直用平成２５年度消防局寝具一式概算長期借入（１月分）の経費の支出について
2,832,243

消防局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（１月分）
186,915

消防局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用消防学校水道料金の支出について（１２・１月分）
2,932,179

消防局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎外８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（１２月分）の支出について
127,890

消防局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎清掃業務委託料の支出について（１月分）
784,875

消防局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用平成２５年度大阪市消防局文書等逓送業務委託料の支出について（１月分）
360,496

消防局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料の支出について（１月分）
332,357

消防局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用乾式電子複写機及び関連消防品（情報システム課外２台）の経費及び同経費の支出について（１月分）
99,222
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消防局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 予防課用管外出張旅費の支出について（消防法令違反是正事件研究会におけるアドバイザーとしての職員派遣）
4,283

消防局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用西淀川消防署の電気料金の支出について（２月分）
140,115

消防局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（まいしま）の支出について（消防局１月分）
16,071

消防局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局１月分）
9,642

消防局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（１月分）
6,058

消防局 人事課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 衛生管理用殺菌消毒薬ほか１点購入費の支出について
27,720

消防局 人事課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 通勤中に負傷した非常勤嘱託職員に対する療養補償費の支出について（12月分）
22,260

消防局 人事課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 服務規律推進用表彰盾購入経費の支出について
12,390

消防局 人事課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用海技免許失効再交付申請経費の支出について
1,500

消防局 人事課 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 衛生管理者免許試験の受験費の支出について
34,600

消防局 人事課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 衛生管理用デジタル血圧計ほか１点購入費の支出について
39,060

消防局 人事課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 衛生管理用うがい薬購入費の支出について
86,625

消防局 人事課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　医薬材料費 衛生管理用滅菌ガーゼほか３点購入費の支出について
62,800

消防局 人事課 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用車両系建設機械（解体用）運転技能特例講習（第１種）受講経費の支出について
28,000

消防局 人事課 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用海技免許失効再交付講習受講経費の支出について
23,620

消防局 人事課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用小型船舶操縦士免許更新再交付講習経費について
32,090

消防局 人事課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用小型船舶操縦士免許更新再交付講習経費について
201,640

消防局 人事課 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用海技免許講習受講経費の支出について（1月受講分）
28,400

消防局 人事課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　賞賜金 職員表彰用局是記章購入経費の支出について
466,830

消防局 人事課 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 第61回消防職員意見発表会実施に伴う講師報償金の支出について
30,000

消防局 人事課 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 交通事故防止用運転適性検査受検経費の支出について
147,756

消防局 人事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 日本消防検定協会からの復職に伴う赴任旅費の支出について
160,170

消防局 人事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 「第1種衛生管理者集中レッスン 新傾向対応」ほか１点購入費の支出について
19,958

消防局 人事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 服務規律推進用啓発シール印刷経費の支出について
120,960

消防局 施設課 平成26年02月03日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用住之江消防署給油取扱所その他改修工事の中間前払金の支出について
8,830,000

消防局 施設課 平成26年02月03日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用鶴見消防署今津出張所外壁その他改修工事の前払金の支出について
2,620,000

消防局 施設課 平成26年02月04日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 需用費　消耗品費 庁舎整備用食堂用テーブルほか１点の支出について
187,740

消防局 施設課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用中央消防署施設管理委託料の支出について（２月分）
21,344

消防局 施設課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託の経費の支出について（１２月分）
262,500

消防局 施設課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託の経費の支出について（１２月分）
195,720

消防局 施設課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託の経費の支出について（12月分）
396,690

消防局 施設課 平成26年02月05日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用住之江消防署給油取扱所その他改修機械設備工事の中間前払金の支出について
3,700,000

消防局 施設課 平成26年02月05日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用港消防署非常用発電設備その他改修ガス埋設配管移設工事の支出について
1,431,150

消防局 施設課 平成26年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ガス衣類乾燥機ほか１点の支出について
56,700

消防局 施設課 平成26年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用ガス衣類乾燥機ほか１点の支出について
7,560

消防局 施設課 平成26年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用ガス衣類乾燥機ほか１点の支出について
323,190

消防局 施設課 平成26年02月06日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 備品購入費　庁用器具費 庁舎整備用食器棚の支出について
178,500

消防局 施設課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用阿倍野消防署外２箇所ガスヒートポンプ式空調設備補修工事の経費の支出について
531,300

消防局 施設課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用生野消防署外２箇所ガスヒートポンプ式空調設備補修工事の経費の支出について
522,900

消防局 施設課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料（免税軽油１２月分）の支出について（住之江消防署　ゆめしま）
23,331

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用消防局庁舎ガスガバナー設備補修工事の経費の支出について
172,372

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（軽油中味１２月分）の支出について
1,904,640

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（揮発油カード　旭消防署１２月分）の支出について
196,356

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（揮発油中味１２月分）の支出について
5,084,100

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（軽油カード１２月分）の支出について
1,450,818

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料（免税軽油１２月分）の支出について（水上消防署）
695,520

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 ヘリコプター用燃料（ＪＥＴ　Ａ－１　１２月分）の支出について
2,243,812

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（揮発油カード１２月分）の支出について
3,887,762
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消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（揮発油カード１１月追加分）の支出について
5,230

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（軽油カード　旭消防署１２月分）の支出について
79,659

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 警防活動用消防救急無線用アンテナ設置場所（大阪駅前第１ビル）の賃借料の支出について（平成２５年度分）
72,840

消防局 施設課 平成26年02月10日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用消防学校救助訓練施設（Ｂ・Ｃ塔）塗装改修工事の前払金の支出について
5,300,000

消防局 施設課 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用活動服上衣Ａ外１点の製造経費の支出について
7,661,472

消防局 施設課 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用女性用活動服上衣Ａ外１点の製造経費の支出について
211,974

消防局 施設課 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用消防職員短靴外１点の購入経費の支出について
4,667,922

消防局 施設課 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用ジャンパー型外とうの購入経費の支出について
1,072,344

消防局 施設課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用女性用救急服ズボン外１点の製造経費の支出について
230,349

消防局 施設課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用消防職員カッターシャツの購入経費の支出について
2,355,034

消防局 施設課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用女性用消防職員カッターシャツの購入経費の支出について
192,780

消防局 施設課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用救急服ズボン外１点の製造経費の支出について
4,785,732

消防局 施設課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用救急服上衣外１点の製造経費の支出について
1,939,938

消防局 施設課 平成26年02月17日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用港消防署非常用発電設備その他改修機械設備工事の中間前払金の支出について
4,160,000

消防局 施設課 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用女性用救急服上衣外１点の製造経費の支出について
75,967

消防局 施設課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ホワイトボードほか２点の購入経費の支出について
441,000

消防局 施設課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用消防局庁舎８階食堂排水管洗浄修繕経費の支出について
42,000

消防局 施設課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 災害対応用港消防署災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（２月分）
6,200

消防局 施設課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（２月分）
364,169

消防局 施設課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（２月分）
105,024

消防局 施設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 需用費　消耗品費 庁舎整備用５０型消火器外４点の購入経費の支出について
148,575

消防局 施設課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 庁舎管理用シュレッダー（その５）の購入経費の支出について
123,900

消防局 施設課 平成26年02月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用住之江消防署南港出張所門扉その他改修工事の支出について
2,226,000

消防局 施設課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用東淀川消防署浴室給湯設備補修工事の経費の支出について
1,008,000

消防局 施設課 平成26年02月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（ドエル大正）賃借料の支出について（３月分）
105,000

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用電気炊飯器ほか３点の購入経費の支出について
326,445

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用電気炊飯器ほか３点の購入経費の支出について
22,050

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用北消防署外２７箇所建築設備定期点検業務委託の経費の支出について
624,750

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用浪速消防署エレベータ保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
59,010

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
57,750

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
262,500

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用水上消防署エレベータ保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
59,325

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用宿舎（菱和パレス銀座東）賃借料の支出について（３月分）
87,500

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用宿舎（パレステュディオ四谷）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（３月分）
94,500

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用宿舎（グラーサ銀座イースト）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（３月分）
88,500

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対策用災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（３月分）
34,978

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用災害待機宿舎公舎（シティーコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（３月分）
18,400

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（３月分）
179,000

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（第２井筒マンション）賃借料の支出について（３月分）
100,000

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 警防活動用高所カメラ設置場所賃借料（ツイン２１）の支出について（２月分）
109,200

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 警防活動用高所カメラ設置場所賃借料（スイスホテル南海）の支出について（２月分）
146,370

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（藤和ライブタウン）賃借料の支出について（３月）
85,000

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対策用災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（３月分）
13,539

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用生野消防署地質調査業務委託の支出について
613,200

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（フローラルタウン千鳥橋）賃借料の支出について（２月分）
100,000

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用住之江消防署仮災害待機宿舎（エスポワール住之江公園）賃借料の支出について（３月分）
84,000

消防局 施設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用消防局庁舎（九条）浴室給湯設備改修工事の支出について
399,000

消防局 企画課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用機関誌郵送代の支出について
1,040
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消防局 企画課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度がんばる職員支援制度に基づく病院前外傷教育プログラム受講費の支出について
48,000

消防局 予防課 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 立入検査用ニッケル水素蓄電池外１点の購入経費の支出について
23,016

消防局 予防課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 違反処理用レンズ付きフィルムの購入経費の支出について
38,083

消防局 予防課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用消防訓練指導業務委託経費の支出について（１月分）
11,703,562

消防局 予防課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務の実施経費の支出について（1月分）
7,789,250

消防局 予防課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用防災実技講習業務委託経費の支出について（１月分）
832,737

消防局 予防課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用自主防災指導業務委託経費の支出について（１月分）
14,641,550

消防局 予防課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 庁舎管理用平成２５年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（１０～１２月分）
9,716

消防局 予防課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎管理用平成２５年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（１０～１２月分）
648

消防局 予防課 平成26年02月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 庁舎管理用平成２５年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（１０～１２月分）
6,803

消防局 予防課 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用阿倍野防災センター空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内機分解整備経費の支出について
349,650

消防局 予防課 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用平成２５年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（１０～１２月分）
7,988

消防局 予防課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 春の火災予防運動用防火ポスターＢ３判ほか２点印刷経費の支出について
108,624

消防局 予防課 平成26年02月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 火災実験用ガス濃度計ほか１点の購入経費の支出について
847,350

消防局 予防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用煙発生器専用液購入経費の支出について
190,050

消防局 予防課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（１月分）
248,646

消防局 予防課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（１月分）
14,230

消防局 予防課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（１月分）
173,882

消防局 予防課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（１月分）
661,540

消防局 予防課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（１月分）
64,345

消防局 予防課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 防火管理等講習会事業用（甲・乙種）防火管理講習受講申込書ほか２点の作成経費の支出について
122,169

消防局 予防課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査業務用ハードディスクの購入経費の支出について
9,135

消防局 規制課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 規制課研修用第３５回安全工学セミナー受講に伴う管外出張旅費の支出について
44,690

消防局 規制課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用彫刻機用ダイヤモンドカッターの購入代金の支出について
17,010

消防局 規制課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用文書保存箱の購入代金の支出について
9,198

消防局 規制課 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 規制課研修用「高圧ガス事故の統計と解析」出版祈念セミナーの受講経費の支出について
16,000

消防局 規制課 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 規制課研修用「高圧ガス保安法に係る耐震関係規制動向セミナー」の受講経費の支出について
9,000

消防局 警防課 平成26年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 　庁内情報ネットワーク用大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（１２月分）
632,772

消防局 警防課 平成26年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 ヘリコプター乗員向け訓練に伴う健康診断受診経費の支出について
3,000

消防局 警防課 平成26年02月03日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 警防活動用移動式空気充填機の買入及び同経費の支出について
4,042,500

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１１月分（３）経費の支出について
544,179

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１１月分（１）経費の支出について
692,412

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１１月分（１）経費の支出について
1,230,547

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等１１月分経費の支出について
266,882

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１１月分（２）経費の支出について
554,568

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の車検整備等１１月分経費の支出について
438,870

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１１月分（２）経費の支出について
75,642

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用原液搬送車特殊装置点検整備経費の支出について
229,950

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用消防用ゴム引きホース修理（二）経費の支出について
681,765

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（１２月分）
13,166

消防局 警防課 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（１２月分）
28,937

消防局 警防課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊定期訓練（平成２６年出初式）にかかる報酬費の支出について
923,925

消防局 警防課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊運用検討会（平成25年12月18日）にかかる委嘱報酬の支出について
65,475

消防局 警防課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊定期訓練（出初式総合予行）にかかる報酬費の支出について
58,200

消防局 警防課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用ケミカルライトの購入及び同経費の支出について
100,548

消防局 警防課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 危険物取扱者（甲種）免状交付申請に伴う経費の支出について
5,600

消防局 警防課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用新規小型タンク車リサイクル料金１３台分経費の支出について
135,460

消防局 警防課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用新規救急車リサイクル料金１２台分経費の支出について
186,360
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消防局 警防課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車登録用小型タンク車新規登録検査自動車損害賠償責任保険料１３台分経費の支出について
118,040

消防局 警防課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車登録用救急車新規登録検査自動車損害賠償責任保険料１２台分経費の支出について
108,960

消防局 警防課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２６年大阪市消防出初式用放送設備設営撤去業務委託の支出について
702,450

消防局 警防課 平成26年02月10日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 車載端末装置製造に伴う中間検査旅費の支出について
81,160

消防局 警防課 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用信号炎管の購入及び同経費の支出について
268,800

消防局 警防課 平成26年02月12日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 消防自動車（空中作業車）製造に伴う完成検査出張旅費の支出について
82,920

消防局 警防課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１１月分（２）の追加整備の実施及び同経費の支出について
9,020

消防局 警防課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１１月分（１）の追加整備の実施及び同経費の支出について
159,923

消防局 警防課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１１月分（３）の追加整備の実施及び同経費の支出について
24,496

消防局 警防課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等１１月分の追加整備の実施及び同経費の支出について
69,082

消防局 警防課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１１月分（１）の追加整備の実施及び同経費の支出について
114,289

消防局 警防課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の車検整備等１１月分の追加整備の実施及び同経費の支出について
71,521

消防局 警防課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 警防活動用　ＥＴＣ業務用カードの作成について
3,238

消防局 警防課 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助強化訓練用革手袋の買入経費の支出について
355,215

消防局 警防課 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（３）経費の支出について
130,242

消防局 警防課 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（２）経費の支出について
316,008

消防局 警防課 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（４）経費の支出について
101,010

消防局 警防課 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１２月分（２）経費の支出について
882,481

消防局 警防課 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等１２月分経費の支出について
436,758

消防局 警防課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用ヘリコプター乗員向け訓練（不時着対応）受講に係る経費の支出について
60,900

消防局 警防課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（３）の追加整備経費の支出について
3,990

消防局 警防課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１２月分（１）経費の支出について
1,290,231

消防局 警防課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等１２月分の追加整備経費の支出について
170,808

消防局 警防課 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（１）経費の支出について
1,003,002

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊定期訓練（大阪市消防局震災訓練）にかかる報酬費の支出について
1,542,300

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（１月分）
21,420

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（１月分）
26,250

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（１月分）
680,934

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用平成23年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（１月分）
356,498

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（１月分）
615,258

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 　庁内情報ネットワーク用統合担当サーバ機器等一式長期借入（２）に係る経費の支出について（１月分）
31,500

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（１月分）
455,943

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１２月分（２）の追加整備経費の支出について
87,689

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（１１月６日から１１月３０日分）
89,248

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（１２月分）
37,800

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用３月分消防自動車継続検査手数料１０台分経費の支出について
11,000

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用３月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料１０台分経費の支出について
145,890

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（1月分）
273,000

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車整備用３月分消防自動車継続検査重量税１０台分の経費の支出について
705,600

消防局 警防課 平成26年02月21日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 平成２５年度消防救急デジタル携帯無線機製造及び消防救急デジタル車載無線機製造に伴う中間検査旅費の支出について
79,480

消防局 警防課 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター運航用区分航空図Aほか6点の購入経費の支出について
84,094

消防局 警防課 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度消防活動用メール１１９運用サービスの利用料の支出について（１月分）
210,000

消防局 警防課 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 大震火災対策事業用飲料水兼用耐震性貯水槽清掃及び水質検査業務委託に伴う経費の支出について
79,800

消防局 警防課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用新規化学車リサイクル料金１台分経費の支出について
13,250

消防局 警防課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車登録用化学車新規登録検査自動車損害賠償責任保険料１台分経費の支出について
9,080

消防局 警防課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用２５００分１精度地図データ借入の実施並びに同所要経費の支出について（１月分）
1,217,265

消防局 警防課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用１万分１精度地図データ外２点借入並びに同所要経費の支出について（１月分）
210,000

消防局 警防課 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム業務用端末等一式長期借入並びに同所要経費の支出について（１月分）
1,100,925
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消防局 警防課 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用新規高所活動車リサイクル料金１台分経費の支出について
9,550

消防局 警防課 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車登録用高所活動車新規登録検査自動車損害賠償責任保険料１台分経費の支出について
9,080

消防局 警防課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度放射線安全管理研修会（Ｈ26．２）にかかる経費の支出について
20,000

消防局 警防課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用携帯投光器の購入及び同経費の支出について
1,345,050

消防局 警防課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター補修用カートリッジ外７点の購入経費の支出について
1,357,105

消防局 警防課 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 ヘリコプター「なにわ」用ホイストの修理にかかる経費の支出について
2,915,850

消防局 警防課 平成26年02月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用エアーソーの購入及び同経費の支出について
1,260,000

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター補修用ロールシリーズアクチュエーター外１９点の購入経費の支出について
17,969,851

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１月分（３）経費の支出について
78,666

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１月分（２）経費の支出について
85,039

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（１）の追加整備経費の支出について
17,199

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１月分（２）経費の支出について
1,572,388

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１２月分（１）の追加整備経費の支出について
104,395

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（１月分）
37,800

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（１月分）
9,800

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送回線使用料の経費の支出について（１月分）
6,510

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理システム用回線使用料（１月分）の支出について
92,186

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用回線使用料に係る経費の支出について（１月分）
22,122

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度警防活動用専用線・ＩＰ回線利用料の支出について（１月分）
865,200

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（１月分）
6,058

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度警防活動用専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（１月分）
1,681,379

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用回線使用料（１月分）の支出について
4,734

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度消防活動用発信地システム使用料の支出について（１月分）
505,239

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（１月分）
10,290

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用ネットワーク回線利用料の支出について（１月分）
1,968,190

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用携帯・ＩＰ電話発信位置情報用回線利用料の支出について（１月分）
53,713

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　負担金 消防活動用　平成２５年度消防用水経費の支出について（１０月～１２月分）
464,890

消防局 警防課 平成26年02月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 役務費　通信運搬費 高所カメラ情報収集システム更新における映像伝送（試験運用）用イーサネットＶＰＮサービス利用料の支出について（１月分）
15,240

消防局 司令課 平成26年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市消防出初式用訓練自動車の借入経費の支出について
189,000

消防局 消防学校 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　消防学校救急教育センター１階実習室ガスヒーポン修理にかかる経費の支出について
162,525

消防局 消防学校 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 委託研修用消防大学校　実務講習　緊急消防援助隊教育科　ＮＢＣコース（第３回）受講に係る旅費の支出について
49,740

消防局 消防学校 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 委託研修用消防大学校　実務講習　緊急消防援助隊教育科　ＮＢＣコース（第３回）受講に係る必要経費の支出について
26,000

消防局 消防学校 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用消防大学校　実務講習　緊急消防援助隊教育科　ＮＢＣコース（第３回）受講に係る必要経費の支出について
3,000

消防局 消防学校 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 学校教育用特別教育(第３期・第４期１０年目研修）に係る講師報償金について
96,120

消防局 消防学校 平成26年02月18日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 需用費　消耗品費 庁舎整備用マルチトレーニングシステム外１３点の購入経費の支出について
358,260

消防局 消防学校 平成26年02月18日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 備品購入費　庁用器具費 庁舎整備用マルチトレーニングシステム外１３点の購入経費の支出について
429,240

消防局 消防学校 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 委託研修用消防大学校　専科教育　新任教官科（第7期）受講に係る旅費の支出について
48,140

消防局 消防学校 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 委託研修用消防大学校　専科教育　新任教官科（第7期）受講に係る必要経費の支出について
18,000

消防局 消防学校 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 学校教育用（第１４４期初任教育外国籍住民をめぐる問題）に係る講師報償金の支出について
21,160

消防局 消防学校 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 第１４４期初任科教育水難救助訓練用プールの借上げに係る使用料の支出について
153,000

消防局 消防学校 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の経費にかかる支出について
12,460

消防局 消防学校 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　外灯安定器等の修理にかかる経費の支出について
24,150

消防局 消防学校 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
83,380

消防局 消防学校 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 専科教育（第16期・第17期・第18期　火災調査科）講師招聘に伴う交通費の支出について
28,520

消防局 消防学校 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 専科教育（第10期救助科　エレベーター・エスカレーター事故対策）に係る講師報償金の支出について
22,500

消防局 消防学校 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 専科教育（第10期救助科　救助隊員の圧挫症候群対処要領）に係る講師報償金の支出について
23,260

消防局 消防学校 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防学校庁舎等の警備業務委託長期継続契約に伴う経費の支出について（平成２６年１月分）
25,200

消防局 北消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用北本署非常照明バッテリーの交換修理経費の支出について
57,750
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消防局 北消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気呼吸器の修理経費の支出について
87,570

消防局 北消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用本署救助工作車（ＢＲ１１）のドア修理経費の支出について
49,675

消防局 北消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用パルスオキシメータほか１点の修理経費の支出について
43,050

消防局 北消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
630

消防局 北消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
18,740

消防局 北消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,120

消防局 北消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
17,115

消防局 北消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,200

消防局 北消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用本署救助工作車（ＢＲ１１）のドアトリム修理経費の支出について
46,462

消防局 北消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（１月分）経費の支出について
18,629

消防局 北消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用本署救助工作車（ＢＲ１１）の電動シャッター修理経費の支出について
41,580

消防局 北消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用インクカートリッジの購入経費の支出について
20,160

消防局 北消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用携帯無線機（本庄１５）の修理に伴う経費の支出について
19,425

消防局 北消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
35,810

消防局 北消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用ラミネーターの購入経費の支出について
26,250

消防局 北消防署 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用空気呼吸器用ヘッドハーネス外３点購入経費の支出について
90,352

消防局 北消防署 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用ガス検知器の修理経費の支出について
11,770

消防局 都島消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊用毛布・タオルケットの洗濯経費の支出について(１０月～１２月分）
9,660

消防局 都島消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東野田救急車A383バックドアステー修理経費の支出について
20,790

消防局 都島消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島救急車A355タイヤ交換経費の支出について
36,330

消防局 都島消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島予防広報車の車検整備等に伴う経費の支出について
33,810

消防局 都島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,880

消防局 都島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
400

消防局 都島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,675

消防局 都島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
11,812

消防局 都島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,820

消防局 都島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,300

消防局 都島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　高倉小型タンク車ブレーキ及びクラッチの修理経費の支出について
94,749

消防局 都島消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　三角巾の購入経費の支出について
40,950

消防局 都島消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費等の支出について（１月分）
13,260

消防局 都島消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（ハンガー）の修理経費の支出について
14,217

消防局 都島消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（１月分）
14,620

消防局 都島消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　自家給油取扱所液面計修理経費の支出について
77,490

消防局 都島消防署 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
93,240

消防局 都島消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　携帯無線機（都島１００）の修理経費の支出について
44,625

消防局 都島消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　可搬型無線機（大消４３５）の修理経費の支出について
28,297

消防局 福島消防署 平成26年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　海老江出張所シャッター開閉不能修理経費の支出について
26,040

消防局 福島消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（１０月～１２月分）
11,775

消防局 福島消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ１９）継続検査整備経費の支出について
30,345

消防局 福島消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ367)バッテリー交換経費の支出について
33,180

消防局 福島消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器左肩ベルトの購入経費の支出について
8,242

消防局 福島消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器圧力計及び中圧ホース交換修理経費の支出について
14,700

消防局 福島消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布及びタオルケット洗濯経費の支出について（10月～12月分）
11,613

消防局 福島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
6,040

消防局 福島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
640

消防局 福島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
10,290

消防局 福島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
3,366

消防局 福島消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
12,232
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消防局 福島消防署 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１２月分）
340

消防局 福島消防署 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST167)オイル洩れ修理経費の支出について
11,377

消防局 福島消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（１月分）支出について
16,491

消防局 福島消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
13,720

消防局 福島消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　生体情報（患者監視）モニタ故障修理経費の支出について
32,697

消防局 此花消防署 平成26年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車ＳＴ１６８タイヤ交換修理に伴う経費の支出について
22,050

消防局 此花消防署 平成26年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車Ａ３５７エンジンオイル交換整備に伴う経費の支出について
5,775

消防局 此花消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車ＳＴ１６８電動モーターバルブ交換修理に伴う経費の支出について
82,950

消防局 此花消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用救急隊毛布・タオルケット洗濯（１０月～１２月分）の経費の支出について
9,811

消防局 此花消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用鑑識用標示板外１点買入に伴う経費の支出について
22,050

消防局 此花消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分)支出について
12,317

消防局 此花消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分)支出について
240

消防局 此花消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分)支出について
8,305

消防局 此花消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用可搬式消防ポンプ修理に伴う経費の支出について
31,500

消防局 此花消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（１月分）支出について
12,484

消防局 此花消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
30,850

消防局 此花消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用広報車ＰＩ３４３車検整備に伴う経費の支出について
33,894

消防局 中央消防署 平成26年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用中央消防署洗濯機修繕に伴う経費の支出について
17,010

消防局 中央消防署 平成26年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用なにわ８００す４０２９　救急車（Ａ３９５）バックドアステー取替に伴う経費の支出について
20,790

消防局 中央消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用デスクマット購入に伴う経費の支出について
112,686

消防局 中央消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 救急活動用中央消防署電気乾燥機修繕に伴う経費の支出について
16,905

消防局 中央消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（中央８００）修理に伴う経費の支出について
51,465

消防局 中央消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　なにわ８００す１２３１　小型タンク車（ＳＴ１１９）バッテリー購入に伴う経費の支出について
14,490

消防局 中央消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１９３）なにわ８００す３９６７　タイヤ交換に伴う経費の支出について
26,880

消防局 中央消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について１月分（管理費）
13,026

消防局 中央消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について１月分（管理費）
160

消防局 中央消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について１月分（管理費）
2,560

消防局 中央消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について１月分（運営費）
14,490

消防局 中央消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について１月分（運営費）
3,100

消防局 中央消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布及びタオルケット洗濯に伴う経費の支出について（１０月～１２月分）
10,395

消防局 中央消防署 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 体育訓練用中央消防署道頓堀出張所コンビネーションベンチ修繕に伴う経費の支出について
26,250

消防局 中央消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
22,990

消防局 中央消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用ダブルブレードカッター用替刃購入に伴う経費の支出について
47,250

消防局 中央消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４０２９　救急車（Ａ３９５）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 中央消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（南阪町８００）修理に伴う経費の支出について
52,598

消防局 中央消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用ポータブルファン修繕に伴う経費の支出について
37,275

消防局 中央消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（大消５０９）修理に伴う経費の支出について
16,800

消防局 中央消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（道頓堀９０）修理に伴う経費の支出について
62,475

消防局 西消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９４）路肩灯及びフォグランプ球取替経費の支出について
10,951

消防局 西消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１３）タイヤ交換経費の支出について
60,900

消防局 西消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車継続検査経費の支出について
23,688

消防局 西消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,184

消防局 西消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,675

消防局 西消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,350

消防局 西消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
298

消防局 西消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
248

消防局 西消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,665

消防局 西消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　防火防災訓練施設整備用　水性塗料外９点の購入経費の支出について
48,090
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消防局 西消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　西消防署 江戸堀出張所 換気扇修理に伴う経費の支出について
2

消防局 西消防署 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６９）タイヤ交換経費の支出について
16,800

消防局 西消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
24,553

消防局 西消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について(１月分)
32,610

消防局 西消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,780

消防局 西消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,346

消防局 西消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
560

消防局 西消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,079

消防局 港消防署 平成26年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）経費の支出について
4,515

消防局 港消防署 平成26年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車（Ａ３５８）エンジンオイル交換経費の支出について
5,775

消防局 港消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用空気呼吸器消耗品ヘッドストラップ外１点の購入経費の支出について
29,274

消防局 港消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気呼吸器（№２３）の修理経費の支出について
88,851

消防局 港消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,062

消防局 港消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,550

消防局 港消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
19,950

消防局 港消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,150

消防局 港消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
480

消防局 港消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,180

消防局 港消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,245

消防局 港消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎暖房用灯油の購入経費の支出について
51,802

消防局 港消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車（ＳＴ１５０）サイドブレーキ修理経費の支出について
15,960

消防局 港消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用広報車（ＰＩ５０４）定期点検整備等経費の支出について
7,276

消防局 港消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
16,590

消防局 港消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（１月分）支出について
11,330

消防局 港消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用指揮調査車（ＣＣ３１０）定期点検整備等経費の支出について
9,975

消防局 大正消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネの購入に伴う経費の支出について
58,800

消防局 大正消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（鶴町ＳＴ１０６）吐水口の修理に伴う経費の支出について
18,690

消防局 大正消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　鶴町出張所玄関鍵の修理に伴う経費の支出について
55,440

消防局 大正消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）管理費
28,559

消防局 大正消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）管理費
3,675

消防局 大正消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）管理費
120

消防局 大正消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）管理費
560

消防局 大正消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用　芯ホルダー外３点の購入に伴う経費の支出について
31,846

消防局 大正消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
12,812

消防局 大正消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　事務所等玄関マットの購入に伴う経費の支出について
22,008

消防局 大正消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０４）の車検整備等に伴う経費の支出について
14,700

消防局 大正消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月）の支出について
840

消防局 大正消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用　防塵マスク外１点の購入に伴う経費の支出について
21,367

消防局 大正消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
11,080

消防局 大正消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
15,356

消防局 天王寺消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８８）のエンジンオイル外１点の交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 天王寺消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布外１点の洗濯（１０月～１２月分）経費の支出について
25,200

消防局 天王寺消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
4,530

消防局 天王寺消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
17,115

消防局 天王寺消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
1,040

消防局 天王寺消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　熱画像直視装置用充電器購入経費の支出について
26,250

消防局 天王寺消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
1,332

消防局 天王寺消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
10,122



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

消防局 天王寺消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
2,600

消防局 天王寺消防署 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　可搬型無線機（大消４１９）の修理経費の支出について
36,225

消防局 天王寺消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（１月分）
16,899

消防局 天王寺消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　誘導灯用非常バッテリー購入経費の支出について
44,100

消防局 天王寺消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（１月分）
14,730

消防局 天王寺消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　ＡＥＤトレーニングユニット（ＡＸ－９０１）用リモコン購入に伴う経費の支出について
19,950

消防局 天王寺消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７１）のエンジンオイル外１点の交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 天王寺消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（Ｌ１３）後輪タイヤ４本交換修理経費の支出について
149,100

消防局 浪速消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　蛍光灯外８点の購入に伴う経費の支出について
79,033

消防局 浪速消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４７８９（Ａ３６２）の右ヘッドランプ球交換に伴う経費の支出について
15,750

消防局 浪速消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　　なにわ８００す４０３５（Ａ３８５）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 浪速消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す１２３５（ＳＴ１０９）の左アッパーサイド修理に伴う経費の支出について
29,872

消防局 浪速消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯（１０月～１２月分）に伴う経費の支出について
16,485

消防局 浪速消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
8,542

消防局 浪速消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
100

消防局 浪速消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
1,360

消防局 浪速消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
8,295

消防局 浪速消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
23,400

消防局 浪速消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（１月分）
13,590

消防局 西淀川消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,470

消防局 西淀川消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
14,700

消防局 西淀川消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
320

消防局 西淀川消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
100

消防局 西淀川消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用：３００型空気呼吸器左肩ベルト外１点に伴う経費の支出について
16,590

消防局 西淀川消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
28,080

消防局 西淀川消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用：修正テープ外１２点の買入に伴う経費の支出について
21,714

消防局 西淀川消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用：乾式電子複写機複写料（１月分）に伴う経費の支出について
15,001

消防局 西淀川消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用：蛍光灯買入に伴う経費の支出について
22,050

消防局 西淀川消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用：トイレマジックリン外４点の買入に伴う経費の支出について
32,266

消防局 淀川消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用（撥水紙外１１点）購入経費の支出について
30,366

消防局 淀川消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用淀川消防署訓練塔階段タイル修理経費の支出について
71,295

消防局 淀川消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用資材（スモークマシン用スモーク液）購入経費の支出について
25,200

消防局 淀川消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用防塵マスク購入経費の支出について
38,587

消防局 淀川消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用広報車（ＰＩ３２９）後輪タイヤ２本交換経費の支出について
20,958

消防局 淀川消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気呼吸器（基本ユニット１基）修理経費の支出について
14,490

消防局 淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
4,286

消防局 淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
12,000

消防局 淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
320

消防局 淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について
1,920

消防局 淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金ほの繰戻金（１月分）支出について
3,065

消防局 淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救助器材車（ＲＥ２０）継続検査経費の支出について
28,497

消防局 淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用可倒式消火栓スタンドパイプ（ホース付）修理経費の支出について
10,500

消防局 淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金ほの繰戻金（１月分）支出について
5,200

消防局 淀川消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
52,570

消防局 淀川消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（１月分）支出について
19,932

消防局 淀川消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車（ＳＴ１７１）バッテリー交換経費の支出について
50,925

消防局 淀川消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用淀川消防署遠赤外線放射衣類乾燥機修理経費の支出について
102,900

消防局 淀川消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車（ＳＴ１７１）ホースカースナッチロック交換修理及び外１台修理経費の支出について
20,790
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消防局 東淀川消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　パルスオキシメータの修理に伴う経費の支出について
19,950

消防局 東淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分・管理費）
5,670

消防局 東淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分・管理費）
6,615

消防局 東淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分・管理費）
3,080

消防局 東淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分・運営費）
12,739

消防局 東淀川消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分・運営費）
2,100

消防局 東淀川消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎維持管理用　ガス衣類乾燥機の修理に伴う経費支出について
4,935

消防局 東淀川消防署 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞の購入経費支出について（１月分）
3,925

消防局 東淀川消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
34,240

消防局 東淀川消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
22,767

消防局 東淀川消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理に伴う経費の支出について
65,520

消防局 東成消防署 平成26年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用筋交外４点購入経費の支出について
115,500

消防局 東成消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用中本出張所誘導灯取替経費の支出について
11,550

消防局 東成消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　製図用シャープペンシル外１点買入経費の支出について
10,791

消防局 東成消防署 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用東成消防署深江出張所小便器配管洗浄経費の支出について
26,250

消防局 東成消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
2,579

消防局 東成消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
5,454

消防局 東成消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
480

消防局 東成消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
80

消防局 東成消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
4,616

消防局 東成消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
3,150

消防局 東成消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費等の支出について（１月分）
13,100

消防局 東成消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（１月分）の支出について
18,012

消防局 東成消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車車検経費の支出について
47,775

消防局 東成消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　署設備用無線機（東成１００）修理経費の支出について
86,100

消防局 東成消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（東成３０）外１点修理経費の支出について
31,500

消防局 生野消防署 平成26年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
23,425

消防局 生野消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ロープ買入経費の支出について
36,750

消防局 生野消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器基本ユニットの修理経費の支出について
39,984

消防局 生野消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　ガス衣類乾燥機（勝山出張所）修理経費の支出について
69,069

消防局 生野消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　レーザー距離計買入経費の支出について
25,935

消防局 生野消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッターＫ９５０修理経費の支出について
34,786

消防局 生野消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）経費の支出について
4,116

消防局 生野消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
470

消防局 生野消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
970

消防局 生野消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,683

消防局 生野消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
14,700

消防局 生野消防署 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９０）バックドアロック修繕経費の支出について
16,380

消防局 生野消防署 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７２）ヘッドランプ取替経費の支出について
6,510

消防局 生野消防署 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７２）センタストップランプＡＳＳＹ修繕経費の支出について
6,762

消防局 生野消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（１月分）
11,960

消防局 生野消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（１月分）
12,684

消防局 生野消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器レギュレータ修理経費の支出について
10,395

消防局 旭消防署 平成26年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用旭消防署接地線保護装置取替修理経費の支出について
31,500

消防局 旭消防署 平成26年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）経費の支出について
5,355

消防局 旭消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車（ＳＴ２２３）吸水管修理経費の支出について
18,480

消防局 旭消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用新聞購読料（１０月～１２月）経費の支出について
11,775

消防局 旭消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用３００型空気呼吸器肩パッド外４点購入経費の支出について
77,742
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消防局 旭消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車（ＳＴ１５５）タイヤ交換修理経費の支出について
70,560

消防局 旭消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用３００型空気呼吸器空気ボンベ修理経費の支出について
10,605

消防局 旭消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車（Ａ３６０）リアドア修理経費の支出について
10,038

消防局 旭消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防資器材用救急資器材修理経費の支出について
19,950

消防局 旭消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,742

消防局 旭消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
18,900

消防局 旭消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
900

消防局 旭消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
480

消防局 旭消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,153

消防局 旭消防署 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（旭１５）修理経費の支出について
34,125

消防局 旭消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（１月分）
15,170

消防局 旭消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機料（１月分）経費の支出について
24,707

消防局 旭消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用白灯油購入経費の支出について
44,906

消防局 城東消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　城東消防署中浜出張所オーバードア修理の経費支出について
45,937

消防局 城東消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　防火図画展会場設営撤去一式の経費支出について
119,962

消防局 城東消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ２台修理の経費支出について
58,800

消防局 城東消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　減圧弁２台修理の経費支出について
36,120

消防局 城東消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　化学車（Ｃ１）タイヤ交換修理の経費支出について
135,450

消防局 城東消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（城東４５及び中浜１０）修理の経費支出について
34,650

消防局 城東消防署 平成26年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）エンジンオイル交換修理の経費支出について
5,775

消防局 城東消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
7,780

消防局 城東消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
380

消防局 城東消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
880

消防局 城東消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
8,807

消防局 城東消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
6,195

消防局 城東消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
24,530

消防局 城東消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（１月分）の購入経費の支出について
21,217

消防局 城東消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　タオル買入の経費支出について
148,837

消防局 鶴見消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（ＲＥ１７）車検整備経費の支出について
28,140

消防局 鶴見消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ビデオカメラ外１点購入経費の支出について
51,450

消防局 鶴見消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（ＳＴ１６３）ドア修理経費の支出について
42,000

消防局 鶴見消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　庁舎資器材庫シャッター修理経費の支出について
55,125

消防局 鶴見消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　防災図画展会場設営撤去一式経費の支出について
178,000

消防局 鶴見消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　簡易水槽外１点購入経費の支出について
63,315

消防局 鶴見消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ａ３７７）エンジンオイル交換経費の支出について
5,775

消防局 鶴見消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
9,964

消防局 鶴見消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
15,750

消防局 鶴見消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
400

消防局 鶴見消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
200

消防局 鶴見消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
2,320

消防局 鶴見消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
18,060

消防局 鶴見消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（１月分）
14,860

消防局 鶴見消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の経費の支出について
13,401

消防局 鶴見消防署 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（ＲＥ１７）バッテリー交換経費の支出について
17,850

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用新聞購読料（１０月～１２月）の経費の支出について
11,775

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震災対策用可搬式ポンプの修理経費の支出について
32,298

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生維持管理用ガス衣類乾燥機の修理経費の支出について
24,150

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用簡易見取り図版の購入に伴う経費の支出について
13,860
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消防局 阿倍野消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用レーザー距離計外８点の購入経費の支出について
18,574

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,969

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,541

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,562

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,050

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,260

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（阿倍野１）の修理経費の支出について
19,425

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
20,270

消防局 阿倍野消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機複写料（１月分）経費の支出について
21,039

消防局 住之江消防署 平成26年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　加賀屋出張所空調室外機修理経費の支出について
34,230

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
200

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（１月分）経費の支出について
23,073

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,575

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎暖房用　白灯油買入経費の支出について（２）
32,400

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　南港出張所プロパンガス使用料（１月分）に伴う経費の支出について
110,220

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
580

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　フラッシュライト外２点買入経費の支出について
53,739

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,391

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　事務連絡車車検整備等に伴う経費の支出について
24,816

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（住之江１０）修理経費の支出について
15,750

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　船外機修理経費の支出について
8,431

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,491

消防局 住之江消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊用毛布・タオルケット洗濯料（１２・１月分）に伴う経費の支出について
15,950

消防局 住之江消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費等の支出について（１月分）
30,160

消防局 住吉消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　洗剤ほか７点購入に伴う経費の支出について
56,763

消防局 住吉消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用産経新聞（１０月～１２月分）購読に伴う経費の支出について
11,775

消防局 住吉消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住吉消防署苅田出張所便所修理に伴う経費の支出について
49,350

消防局 住吉消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 一般事務用　シュレッダー修理経費の支出について
14,700

消防局 住吉消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　図書購入に伴う経費の支出について
13,041

消防局 住吉消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布及びタオルケットの洗濯に伴う経費の支出について（１０月～１２月分）
12,800

消防局 住吉消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
2,362

消防局 住吉消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
22,654

消防局 住吉消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
1,260

消防局 住吉消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
240

消防局 住吉消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
2,570

消防局 住吉消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
3,000

消防局 住吉消防署 平成26年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
1,370

消防局 住吉消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　軍手購入に伴う経費の支出について
23,520

消防局 住吉消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２５３）バッテリー交換に伴う経費の支出について
43,680

消防局 住吉消防署 平成26年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（住吉１４）修理に伴う経費の支出について
49,350

消防局 住吉消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
23,790

消防局 住吉消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
16,731

消防局 住吉消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住吉消防署照明器具修理に伴う経費の支出について
28,350

消防局 住吉消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防車両用　救助車器材箱用ガスダンパー購入に伴う経費の支出について
29,400

消防局 住吉消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気ボンベ修理経費の支出について
7,560

消防局 住吉消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　パルスオキシメーター修理に伴う経費の支出について
19,950

消防局 住吉消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　エネルギーチェッカ修理に伴う経費の支出について
11,550

消防局 東住吉消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ファクシミリ感熱紙購入に係る経費の支出について
17,388
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消防局 東住吉消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車(Ｌ６） 後輪タイヤ４本交換経費の支出について
133,980

消防局 東住吉消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し金（１月分）の支出について
2,100

消防局 東住吉消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金繰り戻し金（１月分）の支出について
960

消防局 東住吉消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し金の支出について（１月分）
4,310

消防局 東住吉消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し金の支出について（１月分）
17,535

消防局 東住吉消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
24,870

消防局 東住吉消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
14,820

消防局 東住吉消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　救助訓練用自動車の借入経費の支出について
60,900

消防局 東住吉消防署 平成26年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８２）サイレンアンプ修理経費の支出について
21,000

消防局 東住吉消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８２）クーリングファンモーター交換修理にかかる経費の支出について
27,216

消防局 平野消防署 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　平野消防署加美正覚寺出張所及び喜連出張所トイレ洗浄便座取替に伴う経費の支出について
50,400

消防局 平野消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）管理費
2,336

消防局 平野消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）管理費
12,960

消防局 平野消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）管理費
1,050

消防局 平野消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）運営費
3,759

消防局 平野消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）運営費
9,424

消防局 平野消防署 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）運営費
951

消防局 平野消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用パワーカッター用充電バッテリー購入に伴う経費の支出について
44,100

消防局 平野消防署 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８６)右ヘッドランプ球取替に伴う経費の支出について
21,042

消防局 平野消防署 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　平野消防署本署危険物倉庫スチール扉調整に伴う経費の支出について
40,950

消防局 平野消防署 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８６)左ヘッドランプ球取替に伴う経費の支出について
21,042

消防局 平野消防署 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１１８）収納シャッター取手修理経費の支出について
12,075

消防局 平野消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
44,020

消防局 平野消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気呼吸器基本ユニット修理経費の支出について
39,165

消防局 平野消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（A287）オイル交換経費の支出について
5,775

消防局 平野消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８７）バックドアステー取替に伴う経費の支出について
18,060

消防局 西成消防署 平成26年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（１２月分）
29,230

消防局 西成消防署 平成26年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）に伴う経費の支出について
22,700

消防局 西成消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）に伴う経費の支出について
17,652

消防局 西成消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　本署４階給湯室混合栓の修理経費の支出について
44,100

消防局 西成消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　酸素ボンベ修理に伴う経費の支出について
12,810

消防局 西成消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（１月分）
25,500

消防局 西成消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
3,019

消防局 西成消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
1,000

消防局 西成消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
1,770

消防局 西成消防署 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
3,801

消防局 水上消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　備品（洗濯機）修繕経費の支出について
28,035

消防局 水上消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　クリップボード(画板)外４点の購入経費の支出について
23,922

消防局 水上消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用マウスピース外６点の購入経費の支出について
147,472

消防局 水上消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ６）１２ヶ月定期点検経費の支出について
14,253

消防局 水上消防署 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機 水上９の修理経費の支出について
17,850

消防局 水上消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,185

消防局 水上消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
220

消防局 水上消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,195

消防局 水上消防署 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９１）エンジンオイル交換経費の支出について
5,775

消防局 水上消防署 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　タンク車（Ｔ７２）バッテリー交換経費の支出について
28,560

消防局 水上消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）経費の支出について
14,492

消防局 水上消防署 平成26年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ６）セルモーター交換修繕に伴う経費の支出について
37,800
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消防局 水上消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１月分）
9,570

消防局 水上消防署 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 資格取得用（海技士）市内出張旅費等の支出について（１月分）
4,540

消防局 水上消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　生活関係用品（トイレットペーパー）の購入経費の支出について
10,920

消防局 水上消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　５階倉庫外２か所換気扇の修理経費の支出について
47,250

消防局 水上消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　４階浴室の修理経費の支出について
105,000

消防局 水上消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
71,190

消防局 水上消防署 平成26年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具分解修理点検の追加整備経費の支出について
1,155

消防局 救急課 平成26年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急安心センター業務用加湿器の購入経費の支出について
28,350

消防局 救急課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金の支出について（１月分）
27,308

消防局 救急課 平成26年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金（FAX)の支出について（１月分）
2,636

消防局 救急課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２５年度救急資器材管理供給業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１２月分）
2,224,556

消防局 救急課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２５年度救急安心センター業務用医師・看護師救急医療相談業務委託経費の支出について（１月分）
11,424,807

消防局 救急課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用平成２５年度応急手当普及啓発業務委託のに係る経費の支出について（1月分）
5,816,300

消防局 救急課 平成26年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用産業廃棄物（感染性廃棄物）処理業務委託に伴う経費（１０月～１２月）の支出について
435,435

消防局 救急課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用医療用酸素ガス２Ｌ外１点の購入に伴う経費（１０月～１２月）の支出について
1,256,241

消防局 救急課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用炭酸ガス（ＣＯ２）１０ｋｇ外１点の購入に伴う経費（１０月～１２月）の支出について
11,088

消防局 救急課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急資器材滅菌処理業務委託（概算契約）に伴う経費の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
1,476,090

消防局 救急課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用メールサーバー使用料の支出について（２月分）
4,914

消防局 救急課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用インターネット回線使用料の支出について（２月分）
5,617

消防局 救急課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター業務用＃７１１９利用料金の支出について（１月分）
75,810

危機管理室 危機管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理体制の充実用被災地支援業務報告のための管外出張にかかる旅費の支出について
139,680

危機管理室 危機管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（１２月分）の支出について
68,831

危機管理室 危機管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（１２月分）の支出について
3,780

危機管理室 危機管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１１月分）
131,838

危機管理室 危機管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助用飲料水（その２）の買入にかかる経費の支出について（４５万本）
21,394,800

危機管理室 危機管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助用粉ミルクの買入にかかる経費の支出について
734,580

危機管理室 危機管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１１月分）
434,147

危機管理室 危機管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１１月分）
92,286

危機管理室 危機管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１１月分）
108,229

危機管理室 危機管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用ＵＳＢメモリーの購入にかかる費用の支出について
85,428

危機管理室 危機管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（１月分）の支出について
2,691

危機管理室 危機管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 危機管理対策用地下空間シンポジウムに係る参加費の支出について
9,000

危機管理室 危機管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 東京都世田谷区防災アプリに関する情報収集のための出張旅費の支出について
28,280

危機管理室 危機管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（１２月分）の支出について
34,429

危機管理室 危機管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理対策用地下空間シンポジウムの参加に伴う出張にかかる旅費の支出について
28,020

危機管理室 危機管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費
危機管理対策用「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」の施行に伴う市町村向け説明会の出席に伴う出張旅費の支
出について 28,020

危機管理室 危機管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理体制の充実用東日本大震災被災自治体への出張にかかる旅費の支出について
127,200

危機管理室 危機管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら１５）電話回線使用料等（１月分）の支出について
2,691

危機管理室 危機管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 防災会議用大阪市防災会議の会場及び備品の使用に係る経費の支出について
250,278

危機管理室 危機管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害対策用防災服の購入にかかる経費の支出について（市長等用）
19,288

危機管理室 危機管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（１２月使用分）の支出について
8,891

危機管理室 危機管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　危機管理情報システムの機能追加提供業務にかかる委託料の支出について（1月分）
12,600

危機管理室 危機管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１２月分）
131,838

危機管理室 危機管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１２月分）
434,147

危機管理室 危機管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１２月分）
92,286

危機管理室 危機管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１２月分）
108,229

危機管理室 危機管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（１月分）の支出について
134,758

危機管理室 危機管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ制御局利用料の支出について（２月分）
2,935,317
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危機管理室 危機管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 防災意識の啓発用クロスパネル外３点の購入にかかる費用の支出について
234,570

危機管理室 危機管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（１月分）の支出について
18,187

危機管理室 危機管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 備品購入費　庁用器具費 防災意識の啓発用クロスパネル外３点の購入にかかる費用の支出について
94,395

危機管理室 危機管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張旅費（１月分）の支出について
11,330

危機管理室 危機管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張旅費（１月分）の支出について
60,930

危機管理室 危機管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（１月分）の支出について
5,770

危機管理室 危機管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 防災意識の啓発用クイックテント外１点の購入にかかる費用の支出について
31,500

危機管理室 危機管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 備品購入費　庁用器具費 防災意識の啓発用クイックテント外１点の購入にかかる費用の支出について
82,425

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用市内・近接管外出張交通費（１月分）の支出について
85,900

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（１月分）
72,832

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用コピー代金の支出について（１月分）
31,604

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（１２月分）
5,181

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（１２月分）の支出について
8,136

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（１月分）の支出について
11,117

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（１月分）の支出について
136,500

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１月分）
9,500

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１月分）
95

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（１月分）の支出について
2,006

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（１月分）の支出について
104,000

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用気象情報取り込みにかかる電話回線使用料（１月分）の支出について
31,411

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（１月分）の支出について
15,896

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１月分）
2,410

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１月分）
475

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１月分）
3,330

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１月分）
950

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（１月分）の支出について
315,372

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムの運用業務にかかる委託料の支出について（１月分）
256,200

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料の支出について（１月分）
13,440

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（１月分）
1,008

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（１月分）
71,685

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（１月分）
9,842

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料（ＥＴＣ）の支払いについて（１２月分）
600

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（２月分）
490,770

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（大阪府咲洲庁舎）（３月分）
185,923

危機管理室 危機管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（バルトワン３１１号）賃借料の支出について（３月分）
85,000

市政改革室 総合調整担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 水外１３点の購入及び同経費の支出について
82,499

市政改革室 総合調整担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　食糧費 水外１３点の購入及び同経費の支出について
1,417

市政改革室 総合調整担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２６年１月分）の支払いについて
120

市政改革室 総合調整担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年１月分）
74,782

市政改革室 総合調整担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度庁内利用カラープリンター等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年１月分）
10,584

市政改革室 総合調整担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（分室・平成２６年１月分）
15,722

市政改革室 総合調整担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（４階総合調整側・平成２６年１月分）
15,914

市政改革室 総合調整担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（４階ＰＤＣＡ側・平成２６年１月分）
15,276

市政改革室 総合調整担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
26,370

市政改革室 事業再構築担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度第3回大阪市建設事業評価有識者会議（1月10日）の会議録作成業務に係る支出について
12,075

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 平成２５年度 第３回大阪市運営方針評価有識者会議(1月31日)に係る報償金の支出について
175,510

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 委託料　委託料 平成25年度インターネットアンケート調査業務委託（女性の就職・再就職に関する市民意識調査）に係る経費の支出について
420,000

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 委託料　委託料 平成25年度インターネットアンケート調査業務委託（消費者問題に関する市民意識調査）に係る経費の支出について
174,300
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市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度第３回大阪市運営方針評価有識者会議(1月31日)の会議録作成業務に係る支出について
21,735

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 世論調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
22,765

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
40,470

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
55,575

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
62,700

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
59,565

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
60,705

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
51,110

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
58,425

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
61,085

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
59,660

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
53,390

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
62,415

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
62,700

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
61,655

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
60,325

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
56,810

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
64,885

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
64,125

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
60,895

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
53,485

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
57,380

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
64,220

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
59,565

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
51,395

市政改革室 区政改革担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
64,505

契約管財局 契約課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（１２月分）
10,060

契約管財局 契約課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
17,934

契約管財局 契約課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
267

契約管財局 契約課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託の実施及び同経費の支出について(平成26年1月分)
96,772

契約管財局 契約課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入経費の支出について(平成26年1月分)
6,888

契約管財局 契約課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入経費の支出について(平成26年1月分)
22,995

契約管財局 契約課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第５回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
48,015

契約管財局 契約課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成26年1月分）
1,725,053

契約管財局 契約課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について(平成26年2月分)
14,069,270

契約管財局 契約課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（前年６月追加分及び１月分）の支出について
2,100

契約管財局 契約課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「問答式　現代契約実務全書２２０号」外３点の購入経費の支出について
17,000

契約管財局 契約課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
58,930

契約管財局 契約課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成２６年１月分）
155,960

契約管財局 契約課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成26年1月分）
65,517

契約管財局 契約課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（１月分）
30,527

契約管財局 契約課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（１月分）
8,631

契約管財局 契約課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（１月分）
239,119

契約管財局 契約課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（１月分）
92,437

契約管財局 契約課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ長期借入経費の支出について（１月分）
22,869

契約管財局 契約課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等「市内出張等交通費」の支出について（平成２６年１月分）
230

契約管財局 契約課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行日本法規追録１０２９２－１０３０９号」の購入経費の支出について
16,722

契約管財局 契約制度課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費
契約事務用「電子調達システム運用保守業務委託に関する立入検査」及び「電子入札コアシステム利用者会議・特別会員会議」等に係る職員派遣及び同経費の支出につ
いて 28,290
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契約管財局 契約制度課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約事務用「電子調達システム改修業務委託（その２）」にかかる委託料の支出について
9,345,000

契約管財局 契約制度課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成25年12月分）
1,880

契約管財局 契約制度課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成25年12月分）
5,280

契約管財局 契約制度課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成25年10月分（追加））
1,037

契約管財局 契約制度課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「わかりやすい　建設業法の手引」追録購入にかかる需用費の支出について
4,550

契約管財局 契約制度課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成25年11月分）
1,700

契約管財局 契約制度課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成25年11月分）
4,234

契約管財局 契約制度課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年1月分）
324,450

契約管財局 契約制度課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年1月分）
202,251

契約管財局 契約制度課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入に係る賃借料の支出について（平成26年1月分）
25,347

契約管財局 契約制度課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入」に係る賃借料の支出について(平成26年1月分）
7,279,891

契約管財局 契約制度課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年1月分）
151,884

契約管財局 契約制度課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年1月分）
173,562

契約管財局 契約制度課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成２６年１月分）
24,360

契約管財局 契約制度課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年1月分）
17,492

契約管財局 管財課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 市有地活用支援システム（賃貸地サブシステム）改修業務委託の経費の支出について
378,000

契約管財局 管財課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（１月分）
4,377

契約管財局 管財課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用地方自治関係実例判例集の追録の購読に係る経費の支出について
9,900

契約管財局 管財課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
3,350

契約管財局 管財課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
31,250

契約管財局 管財課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用「相続人不存在・不在者　財産管理事件処理マニュアル」購入に係る経費の支出について
3,360

契約管財局 管財課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
14,226

契約管財局 管財課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
712

契約管財局 管財課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,420

契約管財局 管財課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,250

契約管財局 管財課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済基金分担金の支出について（１２月申込分）
51,754

契約管財局 管財課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（１月分）
1,172

契約管財局 管財課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 財産台帳情報提供システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
24,570

契約管財局 管財課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
148,428

契約管財局 管財課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 もと津守浄水場機械警備業務委託の経費の支出について（１月分）
26,250

契約管財局 管財課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用賃貸地賃貸料口座振替等依頼データ処理に係る業務委託の経費の支出について
1,328,338

契約管財局 管財課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（２６年３月-11‐１）
621,159

契約管財局 管財課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（２６年３月-11‐2）
621,159

契約管財局 管財課 平成26年02月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（２６年３月-11‐2）
16,191

契約管財局 管財課 平成26年02月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（２６年３月-11‐１）
16,191

契約管財局 管財制度課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 行政財産の使用料（新規及び継続）に関する調査業務委託の経費の支出について
5,218,500

契約管財局 管財制度課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化に係る相談等不動産鑑定士報償金の支出について（案件番号５）
20,000

契約管財局 管財制度課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（２月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第736回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
96,030

契約管財局 審査課 平成26年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「建設物価２０１４年１月号外８点」の購入経費の支出について
42,343

契約管財局 審査課 平成26年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「公共事業損失補償実務提要１７３９号－１７４７号外１点」の購入経費の支出について
34,760

契約管財局 審査課 平成26年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野東第1住宅地区改良事業にかかる用地買収交渉並びに管外出張旅費の支出について（平成26年1月17日分）
5,840

契約管財局 審査課 平成26年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野東第1住宅地区改良事業にかかる用地買収交渉並びに管外出張旅費の支出について（平成26年1月17日分）
5,840

契約管財局 審査課 平成26年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「公共事業損失補償実務提要１７３９号－１７４７号外１点」の購入経費の支出について
9,240

契約管財局 審査課 平成26年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「建設物価２０１４年１月号外８点」の購入経費の支出について
11,256

契約管財局 審査課 平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 報償費　報償金 平成２５年度契約管財局用地部研修実施に伴う報償金の支出について
16,174

契約管財局 審査課 平成26年02月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 平成２５年度契約管財局用地部研修実施に伴う報償金の支出について
4,299

契約管財局 審査課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 補償審査委員会事務における企業会計に関する研修実施に伴う講師謝礼金の支出について（平成26年1月14日実施分）
45,600
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契約管財局 審査課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
500

契約管財局 審査課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
80

契約管財局 審査課 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
10,080

契約管財局 審査課 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「改訂４版　明解営業補償の理論と実務」の購入経費の支出について
8,063

契約管財局 審査課 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
2,850

契約管財局 審査課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「改訂４版　明解営業補償の理論と実務」の購入経費の支出について
2,143

契約管財局 審査課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
1,280

契約管財局 審査課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡等文書発送用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
1,060

契約管財局 審査課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「新耐火防火構造・材料等便覧８２８号－８２９号外８点」の購入経費の支出について
30,731

契約管財局 審査課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡等文書発送用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
3,250

契約管財局 審査課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「新耐火防火構造・材料等便覧８２８号－８２９号外８点」の購入経費の支出について
8,169

契約管財局 審査課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡等文書発送用後納郵便料金の支出について（平成２６年１月分）
900

契約管財局 審査課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成25年度用地部法律相談の報償金の支出について（1月分）
31,500

契約管財局 審査課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る委員報酬（2月分）について
80,025

契約管財局 審査課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成26年1月分）
2,315

契約管財局 審査課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成26年1月分）
66,202

契約管財局 審査課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成26年1月分）
615

契約管財局 審査課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成26年1月分）
17,598

契約管財局 審査課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 大阪都市計画下水道事業に伴う収入印紙の購入について
15,000

契約管財局 審査課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「大韓民国地名便覧２０１２年版」の購入経費の支出について
3,899

契約管財局 審査課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「大韓民国地名便覧２０１２年版」の購入経費の支出について
1,036

契約管財局 用地課 平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成２５年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約）の支出について【１２月分】
1,711,710

契約管財局 用地課 平成26年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２５年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約）の支出について【１２月分】
526,680

契約管財局 用地課 平成26年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
9,300,329

契約管財局 用地課 平成26年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について
316,700

契約管財局 用地課 平成26年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
6,824,000

契約管財局 用地課 平成26年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　田辺出戸線　土地売買代金の支出について
103,224

契約管財局 用地課 平成26年02月05日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　淀川北岸線　土地売買代金の支出について
13,806,090

契約管財局 用地課 平成26年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　尼崎平野線　土地売買代金の支出について
9,031,352

契約管財局 用地課 平成26年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　尼崎平野線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
16,145,650

契約管財局 用地課 平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　建物等補償金の支出について
27,196,950

契約管財局 用地課 平成26年02月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　浪速区第2864号線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
65,200

契約管財局 用地課 平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　豊里矢田線　土地売買代金の支出について
5,695,352

契約管財局 用地課 平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　豊里矢田線　損失補償金の支出について
390,700

契約管財局 用地課 平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　豊里矢田線　建物等補償金の支出について
2,123,650

契約管財局 用地課 平成26年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　正蓮寺川北岸線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
4,566,100

契約管財局 用地課 平成26年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　正蓮寺川北岸線　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について
449,650

契約管財局 用地課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　淀川左岸線（国道176号）　土地売買代金の支出について
4,096,959

契約管財局 用地課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　淀川左岸線（国道176号）　物件移転補償金の支出について
98,800

契約管財局 用地課 平成26年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
910,350

契約管財局 用地課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２５年度移転補償に係る物件調査等業務委託（４）の実施について
2,229,150

契約管財局 用地課 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成２５年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約）の支出について【１月分】
877,800

契約管財局 用地課 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
397,950

契約管財局 用地課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２５年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約）の支出について【１月分】
109,725

契約管財局 用地課 平成26年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　浪速区第2864号線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
170,650

契約管財局 用地課 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２５年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約）の支出について【１月分】
2,304,225

契約管財局 用地課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
328,650

契約管財局 用地課 平成26年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　浪速区第2864号線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
65,200
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契約管財局 用地課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
42,000

契約管財局 用地課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託および同経費の支出について
328,650

こども青少年局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用地下１階執務室電話回線工事経費の支出について
3,255

こども青少年局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１月分）企画グループ
960

こども青少年局 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 子ども・子育て支援新制度説明会の出席及び同経費の支出について
56,840

こども青少年局 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　被服費 平成２５年度保育靴他２点の購入経費の支出について
3,523,222

こども青少年局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 大阪市こども・子育て支援に関するアンケート調査に係る受取人払い後納郵便料金の支出について
1,355

こども青少年局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 就学前カリキュラムの編成に関する有識者会議の開催及び同所要経費の支出について
138,460

こども青少年局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 発令用印影印刷辞令用紙の印刷経費の支出について
9,471

こども青少年局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度こども青少年局文書等逓送業務にかかる所要経費の支出について（１月分）
366,681

こども青少年局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託経費の支出について（１月分）
736,499

こども青少年局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用点字ディスプレイ長期借入経費の支出について（１月分）
4,615

こども青少年局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度第3回こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支出について
336,105

こども青少年局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度第3回こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支出について
9,900

こども青少年局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　被服費 平成２５年度保育服（前掛）他５点の購入経費の支出について
12,293,610

こども青少年局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費の支出について（地下1階）平成２６年１月分
4,295

こども青少年局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費の支出について（２階企画部）平成２６年１月分
6,489

こども青少年局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ３）同経費の支出について（１月分）
540,558

こども青少年局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（１月分）
212,041

こども青少年局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）経費の支出について（１月分）
24,447

こども青少年局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
4,305

こども青少年局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ４）経費の支出について（１月分）
251,063

こども青少年局 青少年課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市留守家庭児童対策事業指導員健康診断の業務委託の支出について
531,326

こども青少年局 青少年課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 みおつくしの鐘打鐘のつどい運営補助ボランティア活動費等の支出について（２回目）
3,000

こども青少年局 青少年課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 庁舎管理用船場センタービル電気使用料の支出について（平成25年12月分)
41,826

こども青少年局 青少年課 平成26年02月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（１２月分１回目）
9,145,173

こども青少年局 青少年課 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 みおつくしの鐘打鐘のつどい運営補助ボランティア活動費等の支払について（３回目）
1,000

こども青少年局 青少年課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成25年11月分）
15,090

こども青少年局 青少年課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成25年12月分）
10,460

こども青少年局 青少年課 平成26年02月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 平成25年度こども文化センター止水栓等緊急取替工事にかかる同所要経費の支出について
111,300

こども青少年局 青少年課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成26年2月分）
2,225,988

こども青少年局 青少年課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成26年2月分）
6,184,579

こども青少年局 青少年課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成26年2月分）
243,360

こども青少年局 青少年課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成26年2月分）
11,930

こども青少年局 青少年課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 平成２５年度　大阪市青少年指導員中央研修会講師交通費の支出について
28,100

こども青少年局 青少年課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　大阪市青少年指導員中央研修会会場使用料の支出について
40,610

こども青少年局 青少年課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２５年度第１回大阪市放課後対策事業推進会議にかかる経費の支出について
82,925

こども青少年局 青少年課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 みおつくしの鐘打鐘のつどい運営補助ボランティア活動費等の支払いについて（4回目）
1,000

こども青少年局 青少年課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（１月分）
5,780

こども青少年局 青少年課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童いきいき放課後事業にかかる運営指導員等の給与計算及び関連業務委託契約の経費支出について（平成26年1月分）
99,750

こども青少年局 青少年課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度大阪市青少年育成推進大会手話通訳にかかる経費の支出について
13,200

こども青少年局 青少年課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成25年度大阪市青少年育成推進大会舞台設営業務にかかる経費の支出について
26,250

こども青少年局 青少年課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　大阪市青少年育成推進大会会場使用料の支出について
53,620

こども青少年局 青少年課 平成26年02月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業試行実施にかかる交付金の支出について（１１月分）
90,000

こども青少年局 青少年課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成26年2月分）
653,019

こども青少年局 青少年課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成26年1月分）
16,160

こども青少年局 青少年課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 児童いきいき放課後事業にかかる電話料金の支出について（平成26年1月分）
1,927,766

こども青少年局 青少年課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 児童いきいき放課後事業にかかる電話料金（FAX通信料）の支出について（平成26年1月分）
3,245
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こども青少年局 青少年課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 児童いきいき放課後事業にかかる電話料金（FAX通信料）の支出について(平成26年1月分）
24,163

こども青少年局 青少年課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　印刷製本費 青少年指導員・青少年福祉委員証　外１点印刷経費の支出について
40,285

こども青少年局 青少年課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２５年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（１月分）の支出について
10,074

こども青少年局 青少年課 平成26年02月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（１２月分２回目）
6,478,775

こども青少年局 経理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 全国厚生労働関係部局長会議の出席及び同経費の支出について
73,440

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
38,886

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 こども青少年局一般事務用「地方財務実務提要（追録）」の買入にかかる経費の支出ついて
6,600

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
35,807

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
2,000

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
500

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
4,900

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
23,872

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
3,000

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
500

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
18,240

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
2,910

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
2,000

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
19,530

こども青少年局 経理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
1,520

こども青少年局 経理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　手数料 直営修繕作業車（マツダボンゴ）の車検実施に伴う自賠責保険加入等費用の支出について
1,100

こども青少年局 経理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　損害保険料 直営修繕作業車（マツダボンゴ）の車検実施に伴う自賠責保険加入等費用の支出について
27,840

こども青少年局 経理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 公課費　公課費 直営修繕作業車（マツダボンゴ）の車検実施に伴う自賠責保険加入等費用の支出について
40,000

こども青少年局 経理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 こども青少年局分室にかかる管理費等の支出について（2月分）
185,673

こども青少年局 経理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支払いについて（１月分）
17,850

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 管財業務用出張交通費（管財・施設）の支出について（1月分）
47,340

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
120

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
16,070

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
120

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
4,100

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
4,680

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
10,030

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
640

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
704,720

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
7,560

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
11,010

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
9,280

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
36,450

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
42,890

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
12,660

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
2,840

こども青少年局 経理課 平成26年02月26日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１月分）
1,260

こども青少年局 管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ブックスタート引換券用の用紙の買入と同所要経費の支出について
24,391

こども青少年局 管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件委託料の支払いについて（１２月分）
1,698,375

こども青少年局 管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（１２月分）
504,628

こども青少年局 管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（平成25年12月27日付交付決定第17回目）
14,729,760

こども青少年局 管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（平成25年10月28日交付決定第15回目分）
75,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２５年度第３回大阪市立児童福祉施設指定管理予定者等選定委員会にかかる専門委員報酬の支出について
51,575

こども青少年局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年２月５日支払児童手当給付費の支出について
13,382,577,972



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

こども青少年局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年２月５日支払児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
45,730,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年２月５日支払子ども手当給付費の支出について
177,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年２月５日支払児童手当給付費の支出について
43,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 冊子「ふたごの子育て」の購入及び同経費の支出について
75,600

こども青少年局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（平成25年12月27日付交付決定第18回目）
18,085,558

こども青少年局 管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度地域子育て支援拠点事業の実施及び同所要経費の支出について
3,629,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年地域子育て支援拠点事業委託料の支払いについて（口座振替不能分、第４四半期）
1,872,750

こども青少年局 管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No9
1,138,060

こども青少年局 管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員（家庭児童相談員）の公務災害に係る療養補償費の支出について
9,357

こども青少年局 管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　12月分（府外）
9,622,180

こども青少年局 管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（12月分）
72,728

こども青少年局 管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（12月分　市民病院）
13,152

こども青少年局 管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（12月分　市民病院）
17,150

こども青少年局 管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１２月分）の支出について
11,850

こども青少年局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支出について
14,940

こども青少年局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　建物修繕料 もと西成勤労青少年ホーム（西成区子ども・子育てプラザ）高圧受電設備緊急修繕工事所要経費の支払いについて
462,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度　養育支援訪問事業（専門的家庭訪問支援事業）にかかる訪問指導委託料および事務費の支出について（第３四半期分）
3,409,492

こども青少年局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度　乳児家庭全戸訪問事業にかかる訪問指導委託料および事務費の支出について（第３四半期分）
15,385,277

こども青少年局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦教室における「集団指導」の支出について（第3四半期分）
888,838

こども青少年局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　母子訪問指導事業にかかる訪問指導委託料および事務費の支出について（第３四半期分）
2,010,941

こども青少年局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（12月分）
23,300

こども青少年局 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務にかかる事務用品（アルカリ乾電池外４点）にかかる経費の支出について
20,412

こども青少年局 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 大阪市子育て支援事業委託事業者公募に関する意見聴取にかかる謝礼の支出について（病児保育事業）
17,040

こども青少年局 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年２月１８日支払児童手当給付費の支出について
1,000,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する振込手数料の支出について　12月分（府内）
4,560

こども青少年局 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する事務手数料の支出について　12月分（府内）
7,020

こども青少年局 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　12月分（府内）
435,240

こども青少年局 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園運営用館銘板の購入にかかる経費の支出について
19,162

こども青少年局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給業務に関する全国説明会への出席および同所要経費の支出について
28,020

こども青少年局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 幼児歯科健康診査等事業用 滅菌済み綿棒 外９点の購入及び同所要経費の支出について（１回目/２回払い）
724,668

こども青少年局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園運営用リフォームトイレの購入にかかる経費の支出について
17,850

こども青少年局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園運営用ブルーシートの購入にかかる経費の支出について
7,875

こども青少年局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園運営用火災警報器・ガス警報器の購入にかかる経費の支出について
11,413

こども青少年局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（北区～淀川区　１８園分）１月分
130,410

こども青少年局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（東成区～港区　２９園分）１月分
222,285

こども青少年局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録第７３７～７３８号の買入にかかる経費の支出について
8,316

こども青少年局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託実施並びに同所要経費の支出について（住吉区・住之江区・平野区・西成区）1月分
98,910

こども青少年局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２５年度全国児童委員研究協議会参加および同所要経費の支払いについて
35,720

こども青少年局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 大阪市子育て支援事業委託事業者選定会議にかかる外部委員報酬の支出について（病児保育事業）
50,555

こども青少年局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 専門的家庭訪問支援事業用等　コピー用紙の購入及び同経費の支出について
4,263

こども青少年局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 専門的家庭訪問支援事業用等　コピー用紙の購入及び同経費の支出について
5,617

こども青少年局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　1月分（府内）
166,492,024

こども青少年局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　1月分（府内）
12,076

こども青少年局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する振込手数料の支出について　1月分（府内）
178,600

こども青少年局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　出産前小児保健指導事業実施にかかる委託料の支出について（12月分）
3,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（平成26年1月17日交付決定第17回目分）
150,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（平成26年1月24日交付決定第18回目分）
300,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ブックスタート事業用絵本の買入について
2,366,400
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こども青少年局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市一時保育事業利用申込書の印刷および経費の支出について
66,990

こども青少年局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 新版K式発達検査2001検査用具の購入の支出について
80,010

こども青少年局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（１月分）
437,814

こども青少年局 管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（平成26年2月12日付交付決定第19回目）
12,825,000

こども青少年局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会用講師謝礼の支出について(平成２５年度２月)
24,600

こども青少年局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第３四半期)
5,845,350

こども青少年局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件委託料の支払いについて（平成２６年１月分）
1,698,375

こども青少年局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園運営用シャワーカーテンの購入にかかる経費の支出について
28,350

こども青少年局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 大阪市つどいの広場事業委託事業者等選定会議委員に対する報償金の支出について（平成２５年１０月更新審査基準策定分）
51,415

こども青少年局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市子育て短期支援事業委託料の支出について(第３四半期分)
722,800

こども青少年局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No10
1,455,794

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費（１２月分）の支出について
979,659

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる措置費（１２月分）の支出について
287,192

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２５年１２月分）の支出について
30,580

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について
503,939

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度　ひとり親家庭等日常生活支援事業にかかる委託料の支出について（平成２５年１０、１１月分）
2,757,262

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度ひとり親家庭高等技能訓練促進費の支出について（10～12月分　１回目）
50,589,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置費の支払いについて（２月払い分）
402,578,458

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産施設措置費（１１月分）の支出について（大阪市立病院分）
4,252,984

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産施設措置費（６～１０月分）の支出について
5,340,800

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産施設措置費（１１月分）の支出について
17,640,887

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（９～１０月分）の支出について
126,296

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（１１月分）の支出について（大阪市立病院分）
27,740

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（１１月分）の支出について
720,780

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成25年度：11回目）
8,996

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成25年度：10回目）
15,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる措置費（１２月分）について
1,773,411

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童扶養手当給付費の支出について（２６年２月期随時払）
26,468,050

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度ひとり親家庭高等技能訓練促進費の支出について（10～12月分　2回目）
2,846,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託（長期契約）の支出について(１月分)
89,250

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（１２月分）の支出について
584,870

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　印刷製本費 市営交通料金割引福祉措置の制度廃止に係るひとり親家庭支援事業周知ビラの印刷にかかる所要経費の支出について
66,291

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（１月分）
1,243,231

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮他３施設に係る指定管理業務代行料の支出について（２月分）
77,804,933

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料（２月分）の支出について
26,739,480

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１月概算払追給分）
37,196,211

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（２月概算払分）
85,830,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 市営交通料金割引福祉措置の制度廃止通知用封筒の作成及び同所要経費の支出について
128,259

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（２月概算払分）
95,014,278

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月18日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 ゲーム機器外４点の買入にかかる経費の支出について
45,675

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母と子の家しらゆりにかかる措置費（１月分）の支出について
259,290

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる措置費（１月分）の支出について
243,725

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（２月払い分）
22,451

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（２月払い分）
19,295,428

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（１月審査分）
6,086,496

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（１月審査分）
317,184

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（２月払い分）
153,791

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（２月払い分）
17,336,529
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こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
397,344

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
3,248,928

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿波座センタービルにおける日章旗及び掲揚用具一式買入の支出について
23,730

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（２月決定分）
6,233,377

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（１２～１月分）
66,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度近畿府県及び指定都市等母子福祉合同研修の出席に係る出張旅費の支出について
1,400

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（２月決定分）
10,167,899

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 第５回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
96,030

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 第５回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
3,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 デイパック（リュック）の買入にかかる経費の支出について
20,874

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる措置費（１月分）の支出について
1,490,565

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 奈良県立精華学院にかかる措置費（１月分）の支出について
279,764

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度施設児童自立支援事業（学力ケア）労働者派遣業務委託に係る経費の支出について（１月分）
3,339,894

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（１月審査分：基金）
1,883,862

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成25年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業にかかる所要経費の支出について（1月分）
469,420

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年１月分）の支出について
27,010

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
18,178,005

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（２月概算払分）
403,496,588

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費（１月分）の支出について
1,028,494

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる措置費（１月分）の支出について
640,313

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成25年度：13回目）
15,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 上下水道料金福祉減免措置こども青少年局負担額の支払いについて（２５年度第３四半期分）
41,753,570

こども青少年局 こども家庭課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（２月概算払分：基金）
60,703,876

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（１２月分）の支出について
20,470

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（１２月分）
136,225

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（１２月分）
30,572

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（１２月分）
31,915

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（１２月分）
42,389

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（１２月分）の支出について
6,804

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（２月分）
201,600

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用直定規外８点　買入経費の支出について
109,872

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用ティーマット外４０点　買入経費の支出について
110,250

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　女子児童調髪業務の実施について
15,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（１２月分）
462,014

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（１２月分）
448,678

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（１２月）
446,928

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園厨房設置オゾン発生装置修繕経費の支出について
51,765

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１月分：１月１日～１月３１日）
30,746

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１月分：１月１日～１月３１日）
940

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１月分：１月１日～１月３１日）
37,600

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（１月分）
47,365

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　パン類買入経費の支出について（１月分）
100,544

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（１月分）
32,170

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（１２月分）
105,041

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（１月分）
62,874

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（１月分）
148,127

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（１月分）
233,016

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　児童高校入学試験にかかる経費の支出について
25,000
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こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（１２月～１月分）の支出について
675,409

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（１２月～１月分）の支出について
991,011

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（１月分）
10,584

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（１月分）
101,265

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　デザート類経費の支出について（１月分）
26,524

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　白衣等洗濯業務経費の支出について（１月分）
10,794

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　本館便所清掃業務委託経費の支出について（１月分）
16,621

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用シャワー蛇口外２点　買入経費の支出について
17,010

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（１月分）
354,434

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（１月分）
429,580

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　女子児童調髪業務の実施について
18,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月１３日）
13,258

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月１３日）
15,610

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月１３日）
16,950

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 第３３回近畿児童自立支援施設駅伝大会の監督者会議参加にかかる経費支出について
2,920

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 平成25年度　近畿児童自立支援施設協議会後期職員研修会への参加について
2,780

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用流し排水栓ホース外１点　買入経費の支出について
9,072

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用ベニヤ板外２点　買入経費の支出について
28,875

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用一輪車外１点　買入経費の支出について
41,055

こども青少年局 阿武山学園 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（２月分）
24,259

こども青少年局 運営担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年1月17日実施分）
20,300

こども青少年局 運営担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（１２月分）
67,170

こども青少年局 運営担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用寝具一式経費の支出について（平成２５年１２月分）
47,187

こども青少年局 運営担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第１グループ＞参加費の支出について
1,950

こども青少年局 運営担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２５年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て・第７回）
105,760

こども青少年局 運営担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（１２月分）の支出について
2,158,303

こども青少年局 運営担当 平成26年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　船車修繕料 こども相談センター公用車にかかる車検整備業務経費の支出について
218,211

こども青少年局 運営担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（Ｎｏ．０２４）
5,823,140

こども青少年局 運営担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 児童虐待対応力強化のための調査研究用学習会の講師謝礼支出について（1月14日実施分）
18,850

こども青少年局 運営担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年1月22日実施分）
1,880

こども青少年局 運営担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用コピー代金の支出について（１２月分）
156,848

こども青少年局 運営担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用切手購入経費の支出について（平成２５年度１月）
39,100

こども青少年局 運営担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年1月24日実施分）
3,240

こども青少年局 運営担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出ついて（１２月分パン）
118,312

こども青少年局 運営担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１２月分一般調味料類・菓子類）
436,405

こども青少年局 運営担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１２月分野菜類・果物類・だし類）
717,282

こども青少年局 運営担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１２月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
31,354

こども青少年局 運営担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１月分）の支出について
64,020

こども青少年局 運営担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１月分）の支出について
2,040

こども青少年局 運営担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成25年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（心理療法　第５回）
35,200

こども青少年局 運営担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年1月28日実施分）
2,480

こども青少年局 運営担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年1月27日実施分）
4,380

こども青少年局 運営担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年1月24日実施分）
2,660

こども青少年局 運営担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成２５年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第２グループ＞への参加にかかる所要経費の支出について（平成26年2月19日～2月21日実施分）
33,760

こども青少年局 運営担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター親子通所事業用トミカシティパーキング外17点の買入経費の支出について
69,930

こども青少年局 運営担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　船車修繕料 こども相談センター公用車にかかるフロントブレーキディスクパット交換業務経費の支出について
13,755

こども青少年局 運営担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（１月分）の支出について
292,320

こども青少年局 運営担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（１月分）の支出について
202,500
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こども青少年局 運営担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（１月分）の支出について
692,640

こども青少年局 運営担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年2月3日実施分）
1,780

こども青少年局 運営担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２５年度「児童福祉司・児童心理司・一時保護所職員等合同研修」への参加にかかる資料代の支出について（平成26年1月28日～30日実施分）
2,000

こども青少年局 運営担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター産業廃棄物収集・運搬及び処分費用の支出について（平成25年度第３期分）
71,032

こども青少年局 運営担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター一般廃棄物収集・運搬費用の支出について（平成25年度第３期分）
157,138

こども青少年局 運営担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入の実施及び同所要経費の支出について（平成26年1月分）
98,700

こども青少年局 運営担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度こども相談センター用ＡＥＤ借入の実施及び同所要経費の支出について（平成26年1月分）
4,200

こども青少年局 運営担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ）長期借入の所要経費の支出について
4,294

こども青少年局 運営担当 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第２グループ＞参加費の支出について
1,950

こども青少年局 運営担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月後半分）
352

こども青少年局 運営担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（１月分）
42,756

こども青少年局 運営担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月後半分）
7,855

こども青少年局 運営担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月後半分）
60,000

こども青少年局 運営担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成25年度こども相談センター不登校児童通所事業(中央通所ルームＡ外１５区分）業務委託契約にかかる支出について（平成26年１月分）
9,080,000

こども青少年局 運営担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成26年1月分）
2,480,000

こども青少年局 運営担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成25年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＣ）業務委託契約にかかる支出について（平成26年１月分）
438,000

こども青少年局 運営担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月後半分）
1,000

こども青少年局 運営担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成25年度こども相談センター臨床検査業務委託について（平成26年1月分）
47,866

こども青少年局 運営担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談所システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託料の支出について（１月分）
5,460

こども青少年局 運営担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第３四半期分）の支出について
236,520

こども青少年局 運営担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年2月6日実施分）
8,260

こども青少年局 運営担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年2月6日実施分）
3,410

こども青少年局 運営担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　建物修繕料 こども相談センター連結送水管用逆止弁取替工事費の支出について
99,999

こども青少年局 運営担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成25年度こども相談センター不登校児童通所事業指導員交流会の講師謝礼の支出について
11,400

こども青少年局 運営担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１２月分魚介類）
330,865

こども青少年局 運営担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（１月分）
60,570

こども青少年局 運営担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成26年1月分）
14,750,580

こども青少年局 運営担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務委託料（平成２５年度１月分）の支出について
126,000

こども青少年局 運営担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成２５年度１月分）の支出について
283,500

こども青少年局 運営担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備（人的警備）業務委託料（平成２５年度１月分）の支出について
551,250

こども青少年局 運営担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託料（平成２５年度１月分）の支出について
428,750

こども青少年局 運営担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（Ｎｏ．０２６）
3,279,070

こども青少年局 運営担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 児童虐待にかかる合同研修の実施経費の支出について
50,880

こども青少年局 運営担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１０月分）の支出について
684,989

こども青少年局 運営担当 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（12月分）の支出について
108,810

こども青少年局 運営担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 児童虐待防止援助活動弁護士報酬の支出について（第３四半期分）
1,689,800

こども青少年局 運営担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年2月14日実施分）
3,640

こども青少年局 運営担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター性加害治療教育プログラム用子どもの行動チェックリスト外４点の買入経費の支出について
12,500

こども青少年局 運営担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１月分）の支出について
4,252

こども青少年局 運営担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（1月分）の支出について（光ＩＰ電話用インターネット回線使用料）
9,660

こども青少年局 運営担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１月分）の支出について（光IP電話通話料）
435,942

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度　保育所事故予防研修会参加に係る所要経費について
9,800

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育ママ事業（家庭的保育事業【個人実施型】）開設準備補助金の支出について
200,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員1月研修会実施に係る所要経費について（講師謝礼）
50,010

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員1月研修会実施に係る所要経費について（講師謝礼）
31,200

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所入所承諾書兼決定通知書用封筒外２点の作成及び同所要経費の支出について（第１回目）
696,255

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 臨床栄養、健康教室（平成２６年１月）の買入にかかる経費の支出について
2,152

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育ママ事業（家庭的保育事業【個人実施型】）開設準備補助金の支出について
180,982
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こども青少年局 保育企画課 平成26年02月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育ママ事業（家庭的保育事業【個人実施型】）開設準備補助金の支出について
196,449

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度　産休等代替職員費補助金の支出について（７
9

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 特別徴収通知書用封筒外１点の作成にかかる経費の支出について（第３回／全３回）
367,500

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　会費 滞納整理研修会への参加にかかる経費の支出について
10,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　市内民間保育所運営費（２月分）の支出について
2,664,879,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）の裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（1月分）
110,219

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ（家庭的保育）事業（保育所実施型）の実施及び同所要経費の支出について（第３四半期分）
34,761,330

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 保育料徴収事務にかかるノート型パソコンの借入にかかる経費の支出について（1月分）
12,075

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育ママ事業（家庭的保育事業【個人実施型】）開設準備補助金の支出について
200,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育ママ事業（家庭的保育事業【個人実施型】）開設準備補助金の支出について
200,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金の支出について
888,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金の支出について
592,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金の支出について
752,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　特別旅費 平成25年度　保育所中堅保育所長研修会参加に係る所要経費の支出について（旅費）
44,700

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度保育所中堅保育所長研修会参加に係る所要経費の支出について（会費）
13,200

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（４～５月分）の支出について（長野県下伊那郡喬木村：喬木北保育園）
85,720

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（１１月～１２月分）の支出について（尾道市：外浦保育所）
195,720

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育企画課事務用リサイクルトナーの買入にかかる経費の支出について
47,250

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育企画課事務用カラーマルチペーパー外10点の買入にかかる経費の支出について
57,750

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託（概算契約）（その２）の実施にかかる経費の支出について（１月分）
120,407

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員2月研修会実施に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
43,500

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２５年度大阪市認可保育所設置運営法人選定会議（追加募集）に係る委員報償金並びに交通費の支出について
134,350

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市民間保育所運営費（２月分）の支出について
6,144,300

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市民間保育所施設長会の開催にかかる会場使用料の支出について
27,900

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（２月分）の支出について（京丹後市：網野みなみ保育所）
79,970

こども青少年局 保育企画課 平成26年02月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育所保育料過誤納金（平成25年過年度）の還付について（2月分）
219,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（２月３～８日）
10,832

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 所外保育にかかる普通旅費の支出について（２月３～８日）
28,075

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 所外保育にかかる使用料の支出について（２月３～８日）
26,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 大阪市立茨田第2保育所の音響性能調査業務委託の実施経費の支出について
630,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（単価契約）（１２月分）
105,560

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（単価契約）（１２月分）
471,741

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２５年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム１２月分）の支出について
680,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 佃保育所新築工事にかかる公共下水道施工承認工事事務監理費の支出について
73,080

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（２月１０～１５日）
1,260

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 所外保育にかかる普通旅費の支出について（２月１０～１５日）
11,564

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阪南保育所２歳児保育室・４歳児保育室及び５歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
399,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２５年度市立保育所（豊里第１保育所）における電話料金（ＮＴＴ西日本）の支出について（1月分）
4,524

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 所外保育にかかる使用料の支出について（２月１０～１５日）
2,700

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　モノブロックボリュームセットほか５１点の購入経費の支出について
38,535

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　　パーティークイーン・やさいセットほか３３点の購入同経費の支出について
24,328

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　業務用掃除機ほか１３点の購入経費の支出について
20,685

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　業務用掃除機ほか１３点の購入経費の支出について
397,845

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　　パーティークイーン・やさいセットほか３３点の購入同経費の支出について
317,552

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ホットカーペットの購入経費の支出について
15,540

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　モノブロックボリュームセットほか５１点の購入経費の支出について
930,615

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 木川第１保育所インターホン設備取替工事の所要経費の支出について
264,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　　パーティークイーン・やさいセットほか３３点の購入同経費の支出について
527,100
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こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　業務用掃除機ほか１３点の購入経費の支出について
203,700

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（２月１７～２２日）
8,146

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 所外保育にかかる普通旅費の支出について（２月１７～２２日）
28,020

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 所外保育にかかる使用料の支出について（２月１７～２２日）
4,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（１２月分）
77,175

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（１月分）
77,175

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（１月分）
73,500

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（１２月分）
73,500

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度　保育所運営事業委託料の支出について（２月分）
356,825,515

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（１月分）
103,950

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて(12月分)
92,270

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　印刷製本費 市立保育所用　保育証書外１点の印刷にかかる経費の支出について
217,539

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 平成２５年度市立保育所（豊里第１保育所）における水道料金の支出について（1月分）
786

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（２月２４～３月１日）
3,388

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 所外保育にかかる普通旅費の支出について（２月２４～３月１日）
13,609

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 所外保育にかかる使用料の支出について（２月２４～３月１日）
8,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立保育所における電話料金の支出について（ＫＤＤＩ１月分）
126,867

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（１月分）
67,830

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（１月分）
110,880

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（１月分）特別保育事業
61,390

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（１月分）
542,500

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 保育所保育用　ロッカー（収納棚）　買入及び同所要経費の支出について
100,800

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 配膳車　買入にかかる所要経費の支出について
89,082

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　保育日誌外５点印刷・購入経費の支出について
1,306,179

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 三国保育所１歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
35,595

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 北加賀屋保育所調理室空調機修繕の所要経費の支出について
32,655

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 万領保育所３歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
59,220

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 浅香東保育所調理室給湯器修繕の所要経費の支出について
22,890

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 加美第２保育所１歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
32,655

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 姫島保育所調理室食器消毒保管庫点検作業の所要経費の支出について
21,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所・幼稚園（北ブロック）一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（１月）
295,921

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所・幼稚園（南ブロック）一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（１月）
250,114

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所・幼稚園産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託料の支出について（１月）
310,361

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（２月分）
259,320

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ガス給湯器の購入経費の支出について
29,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　主食料納入袋ほか２点印刷・購入経費の支出について
64,906

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　カーペットの購入経費の支出について
25,830

こども青少年局 保育所運営課 平成26年02月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所保育用　ホースリール　外４点　買入及び同所要経費の支出について
123,263

環境局 環境管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 大気汚染常時監視用今里交差点局の電気料金に係る経費の支出について(第３四半期分)
44,697

環境局 環境管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
4,895

環境局 環境管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機(No.350448)使用料の支出について（一般事務用）第３四半期
75,947

環境局 環境管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機(No.380183)使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
63,574

環境局 環境管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１２月分）
280

環境局 環境管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,040

環境局 環境管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分 買入経費（公害パトロール用）の支出について（環境管理 12月分）
42,000

環境局 環境管理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 産業廃棄物規制用チューブファイル購入にかかる経費の支出について
21,924

環境局 環境管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　１２月分
5,155

環境局 環境管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（1月15日実施分）
18,000
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環境局 環境管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール用・平成２５年１２月分）
40,500

環境局 環境管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　補助金 航空機騒音対策用生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金の支出について
56,821

環境局 環境管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（1月24日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 カッターナイフほか16点の購入費用の支出について(環境管理部　一般業務用）
68,503

環境局 環境管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ポリ袋ほか1点の購入費用の支出について（環境管理部　一般業務用）
8,442

環境局 環境管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入の支出について（一般事務用）
10,100

環境局 環境管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 環境データ処理システム保守管理追加（機能改良）業務委託に係る委託料の支出について
769,860

環境局 環境管理課 平成26年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路（車両有料道路）通行料金用経費の支出について　１２月分
9,300

環境局 環境管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 共同利用施設用大阪市立共同利用施設指定管理予定者選定会議委員報償金の支出について（平成26年1月24日開催分）
49,255

環境局 環境管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 水質常時監視用検査用パックテストＣＯＤ外１２点の買入経費の支出について
265,377

環境局 環境管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車継続検査に係る経費の支出について（公害パトロール用）
81,060

環境局 環境管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 公害パトロール車継続検査に係る検査・登録手数料及び自動車重量税の支出について（公害パトロール用）
1,100

環境局 環境管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 共同利用施設用大阪市立柴島センター冷暖房（GHP式）保守業務委託（その２）に係る経費の支出について
45,675

環境局 環境管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）平成26年１月分
5,775

環境局 環境管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（1月分）
57,456

環境局 環境管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 公課費　公課費 公害パトロール車継続検査に係る検査・登録手数料及び自動車重量税の支出について（公害パトロール用）
30,000

環境局 環境管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式長期借入経費の支出について　１月分
75,600

環境局 環境管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（平成２６年１月分・庁舎管理用）
320,261

環境局 環境管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局ＡＴＣ庁舎賃料・共益費の支出について（平成26年3月分・庁舎管理用）
4,662,318

環境局 環境管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ月極駐車場使用料金の支出について（平成26年3月分・庁舎管理用）
147,000

環境局 環境管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎構内電話配線使用料の支出について（平成26年1月分・庁舎管理用）
1,050

環境局 環境管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 水質汚濁対策用平成25年度｢楽しい水辺教室｣運営支援業務委託に係る経費の支出について
955,500

環境局 環境管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置長期借入に係る経費の支出について（1月分）
52,395

環境局 環境管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,760

環境局 環境管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 法規関連書籍追録概算購入費用の支出について（環境管理部一般業務用・第8回中間払い））
10,400

環境局 環境管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 大気汚染常時監視用出来島小学校測定局屋上防水修繕に係る経費の支出について
364,350

環境局 環境管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：1月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：1月分）
436,065

環境局 環境管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（1月分）
5,775

環境局 環境管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車継続検査に係る経費の支出について（公害パトロール用）
25,200

環境局 環境管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 公害パトロール車継続検査に係る検査・登録手数料及び自動車重量税の支出について（公害パトロール用）
1,100

環境局 環境管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 公課費　公課費 公害パトロール車継続検査に係る検査・登録手数料及び自動車重量税の支出について（公害パトロール用）
6,600

環境局 環境管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 水質汚濁常時監視用出来島水質観測局局舎解体撤去工事設計業務委託に係る経費の支出について
714,000

環境局 環境管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 産業廃棄物処理業者立入調査用使い捨て簡易マスクほか４点の購入経費の支出について
20,905

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（１月分　事務連絡用）
4,910

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
210

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
100

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部 公害パトロール用・１月分）
31,331

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車継続検査に伴う追加修繕経費の支出について（公害パトロール用）
33,940

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（1月分　環境管理部　一般業務用）
8,350

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,060

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,500

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
250

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
2,000

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
200

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
400

環境局 環境管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
750

環境局 環境管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 ＡＴＣ庁舎電話料金の支出について（平成２６年１月・庁舎管理用）
61,114
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環境局 環境管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 共同利用施設用大阪市立共同利用施設指定管理予定者選定会議委員報償金の支出について（平成26年2月10日開催分）
48,015

環境局 環境管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（2月4日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（１月分環境規制）
13,800

環境局 環境管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（１月分）
2,520

環境局 環境管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１月分）
2,520

環境局 環境管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１月分）
440

環境局 環境管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（1月分）
15,896

環境局 環境管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用光回線1回線使用に係る経費の支出について（親局：1月分）
9,208

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分（北部環境保全監視）
5,524

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 スライドグラスほか６点の購入経費の支出について（アスベスト対策用）
134,442

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ウエットティッシュほか１点の購入経費の支出について（アスベスト対策用）
6,037

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 アセトンほか１点の購入経費の支出について（アスベスト対策用）
2,394

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 養生用テープほか１点の購入経費の支出について（アスベスト対策用）
13,125

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 消毒用エタノールの購入経費の支出について（アスベスト対策用）
4,725

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用　平成２６年１月分）の支出について（一般事務用）
1,180

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,600

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,700

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
200

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について【東部環境保全監視(平成25年度第3四半期分)】
17,378

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,500

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,000

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
200

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について(平成２５年１２月分)
460

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について（西部環境保全監視グループ・第３四半期分）
4,360

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
2,610

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 騒音振動対策用単1形乾電池ほか7点の購入に係る経費の支出について
68,964

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南東部環境保全監視グループ用市内出張交通費（平成25年度1月分）
2,280

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 騒音振動対策用レベルレコーダーの賃料経費の支出について(１月分)
17,010

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料(環境保全監視運営用)の支出について(2月分)
2,000

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
3,849

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（１月分・南西部環境保全監視グループ）
4,980

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
200

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
200

環境局 事業管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 住宅地図の購入にかかる経費（収集作業用）の支出について
806,400

環境局 事業管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用１２月分）
24,379,143

環境局 事業管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 報償費　報償金 第１回大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議委員報償金（霊園事業運営用）の支出について
68,940

環境局 事業管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 書籍購入経費（環境整備用）の支出について
5,985

環境局 事業管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ドライブレコーダーほか１点の購入経費の支出について(事故防止対策用)
1,648,269

環境局 事業管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について(一般事務用）第３四半期分
565

環境局 事業管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,882,022

環境局 事業管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ホッチキス針外１７点の購入経費（一般事務用）の支出について
57,225

環境局 事業管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（12月分）
156,138

環境局 事業管理課 平成26年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（12月分）
296,712

環境局 事業管理課 平成26年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（12月分）
352,800

環境局 事業管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード（路上喫煙防止指導員用）の購入経費の支出について
420,000

環境局 事業管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所灯油代金（胞衣汚物等処理用）の支出について（１２月分）
770,175

環境局 事業管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所車両用揮発油（胞衣汚物等収集運搬用）の支出について（１２月分）
51,232

環境局 事業管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ライター用ガスボンベ購入経費の支出について（斎場事業運営用）
2,142
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環境局 事業管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 電球形蛍光ランプの購入経費の支出について(瓜破斎場事業管理用）
37,170

環境局 事業管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 緊急ガス遮断装置駆動用炭酸ガスボンベ購入経費の支出について（斎場事業運営用）
22,050

環境局 事業管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複写機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
10,337

環境局 事業管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用１２月分）
16,799,614

環境局 事業管理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 使用料及賃借料　使用料 大阪市設霊園霊地使用者募集抽選会会場及び音響設備使用(霊園整備用)にかかる経費の支出について
40,560

環境局 事業管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西北環境事業センター２階脱靴室シャッター修繕費（施設維持管理用）の支出について
94,500

環境局 事業管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度ホイルローダ月次・年次検査オイル交換等契約業務委託（その２）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（１月分）
107,100

環境局 事業管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（12月分）
28,935

環境局 事業管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（12月分）
89,355

環境局 事業管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（12月分）
1,253,726

環境局 事業管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 書籍購入経費（環境整備用）の支出について
8,400

環境局 事業管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　図書購入費 書籍購入経費（環境整備用）の支出について
20,000

環境局 事業管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費の支出について（１２月分）
16,632

環境局 事業管理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費の支出について（１２月分）
2,750,145

環境局 事業管理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費の支出について（１２月分）
1,714,010

環境局 事業管理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費の支出について（１２月分）
12,447,641

環境局 事業管理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費の支出について（１２月分）
16,569,924

環境局 事業管理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費の支出について（１２月分）
4,917,495

環境局 事業管理課 平成26年02月12日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費の支出について（１２月分）
45,704

環境局 事業管理課 平成26年02月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について(平成26年1月分)
17,640

環境局 事業管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか７点の購入経費（一般事務用）の支出について
222,726

環境局 事業管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東南環境事業センター　防火戸用キャッチロック修繕費（施設維持管理用）の支出について
47,250

環境局 事業管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（１２月分）
1,395,700

環境局 事業管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（１２月分）
258,700

環境局 事業管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ポケットティッシュ（四都市キャンペーン用）の購入経費の支出について（路上喫煙対策用）
47,250

環境局 事業管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 抹香ほか２点の購入経費の支出について（斎場事業運営用）
110,775

環境局 事業管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
3,220

環境局 事業管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（平成25年12月　郵便局分）
591,344

環境局 事業管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（平成２６年１月分）
4,024,692

環境局 事業管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所ガス使用料金（庁舎維持管理用）の支出について（1月分）
2,647

環境局 事業管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 瓜破斎場　作業用テーブルほか１点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
53,550

環境局 事業管理課 平成26年02月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　手数料 弁天町公衆トイレ公共下水道施工承認工事に伴う事務監督費（公衆トイレ整備用）の支出について
73,080

環境局 事業管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（１月分）
2,800,000

環境局 事業管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（１月分）
3,565,625

環境局 事業管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入費用の支出について（斎場事業運営用）
60,000

環境局 事業管理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　建物修繕料 大阪市設瓜破霊園墓参者休憩所漏水修繕にかかる経費(霊園整備用)の支出について
241,500

環境局 事業管理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 カロート入替業務委託にかかる経費の支出について（泉南メモリアルパーク整備用・1月分）
130,830

環境局 事業管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（１月分）
2,097,387

環境局 事業管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（１月分）
5,775,000

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 鉄道塵取ほか１点の購入経費（環境整備用）の支出について
24,045

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 不法投棄防止看板の購入にかかる経費（市民啓発用）の支出について
99,750

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（１月分）
2,677,500

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度ホイルローダ月次・年次検査オイル交換等契約業務委託（その１）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（１月分）
7,350

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（１月分）
3,937,500

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 給湯器ほか２点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
99,750

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 ノートパソコンほか２点運搬業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
13,650

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 自家用電気工作物保安点検業務委託（北斎場外３ヵ所）経費の支出について（斎場事業運営用）
204,750

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 北斎場外２ヵ所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
439,845
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環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 北斎場外２ヵ所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
1,094,415

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 自家用電気工作物保安点検業務委託（北斎場外３ヵ所）経費の支出について（斎場事業運営用）
422,100

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 自家用電気工作物保安点検業務委託（北斎場外３ヵ所）経費の支出について（斎場事業運営用）
120,750

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 北斎場外２ヵ所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
564,795

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 自家用電気工作物保安点検業務委託（北斎場外３ヵ所）経費の支出について（斎場事業運営用）
276,150

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用1月分）
13,125

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システム用機器一式長期借入経費の支出について（斎場事業運営用1月分）
303,660

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システムソフトウェア長期借入経費の支出について（斎場事業運営用1月分）
126,262

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ナイロン長柄ほうき購入経費（清掃ボランティア用）の支出について
2,415

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 北斎場火葬設備保守点検業務委託経費の支出について（斎場施設整備用）
1,374,156

環境局 事業管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 鶴見斎場火葬設備保守点検業務委託経費の支出について（斎場施設整備用）
1,443,120

環境局 事業管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 粗大ごみ収集帳票印刷用プリンタートナーカートリッジ購入にかかる経費の支出について
1,659,525

環境局 事業管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東部環境事業センター　空調冷却水系統バタフライ弁取替費（施設維持管理用）の支出について
66,150

環境局 事業管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成26年1月分）
120,540

環境局 事業管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市粗大ごみ及び小物金属類収集申込受付業務委託に伴う経費の支出について（１２月分）
18,604,158

環境局 事業管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市粗大ごみ及び小物金属類収集申込受付業務委託に伴う経費の支出について（１月分）
13,777,894

環境局 事業管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成26年1月分）
37,044

環境局 事業管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用給油カード料金（し尿流注業務用）の支出について
60,000

環境局 事業管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市粗大ごみ及び小物金属類収集申込受付業務委託に伴う経費の支出について（１月分）
21,465

環境局 事業管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市粗大ごみ及び小物金属類収集申込受付業務委託に伴う経費の支出について（１２月分）
27,336

環境局 事業管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（１月分）
3,122,875

環境局 事業管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成26年1月分）
79,726

環境局 事業管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成26年1月分）
480,779

環境局 事業管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（10霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(平成26年1月分)
13,717,200

環境局 事業管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（10霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(平成26年1月分)
27,435,200

環境局 事業管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　消耗品費 大阪市設霊園霊地使用者再募集（霊園整備用）にかかるはがき用紙等の購入経費の支出について
2,415

環境局 事業管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 泉南メモリアルパーク１区霊地園路舗装工事にかかる経費の支出について（泉南メモリアルパーク整備用）（前払金）
770,000

環境局 事業管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（服部霊園過年度還付用）
5,096

環境局 事業管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（1月分）
87,570

環境局 事業管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 清掃ボランティア用郵便後納料金の支出について（平成26年1月分）
114,320

環境局 事業管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　印刷製本費 大阪市設霊園霊地使用者再募集にかかるパンフレットの印刷にかかる経費(霊園整備用)の支出について（その２）
330,960

環境局 事業管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成26年1月分）
14,510

環境局 事業管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 真空掃除機用集じんノズル購入経費の支出について（斎場事業運営用）
100,800

環境局 事業管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用１月分）
16,799,614

環境局 事業管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用１月分）
24,379,141

環境局 事業管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
1,610

環境局 事業管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（1月分）
352,800

環境局 事業管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（1月分）
1,221,544

環境局 事業管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園整備用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園整備用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
18,910

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
18,660

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年11月分）
13,620

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南部環境事業センター事務所構内電話設備修繕費（施設維持管理用）の支出について
47,250

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター・中部環境事業センター・東南環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１２月分）
500,521

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（１月分）
247,800

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１２月分）
301,836

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東北環境事業センター・西部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１２月分）
263,260
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環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター・城北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１２月分）
359,676

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度（下半期）廃油等回収処理業務委託経費（環境整備用）の支出について（１月分）
52,080

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（12月分）
226,357

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（１月分）
31,500

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 西部環境事業センター高圧洗浄機購入費（施設維持管理用）の支出について
396,900

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
500

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
1,800

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 斎場予約受付システム用携帯電話料金の支出について（斎場事業運営用２月分）
10,134

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について（斎場事業運営用2月分）
36,225

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用2月分）
9,660

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（鶴見斎場事業管理用１１月分）
15,282

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（北斎場事業管理用１１月分）
22,275

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用1月分）その２
630

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（北斎場事業管理用１１月分）その２
788

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用1月分）
14,879

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（鶴見斎場事業管理用11月分）その２
315

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
3,500

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年11月分）
1,790

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
1,200

環境局 事業管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
228

環境局 北部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,375

環境局 北部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
850

環境局 北部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
800

環境局 北部環境事業センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
543,670

環境局 北部環境事業センター 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
562,380

環境局 北部環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
62,095

環境局 北部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
3,035

環境局 北部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
1,415,496

環境局 北部環境事業センター 平成26年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務（庁舎管理用）委託経費の支出について
48,930

環境局 北部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分）
14,080

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 １２月分市内等出張交通費の支出について
44,480

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
3,160

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 白灯油の購入に係る経費の支出について（暖房用）
21,000

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（25．12月分）
421,071

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
61,762

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（25．12月中継地分）
165,141

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（25．12月分）
1,415,496

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・26年2月分）
18,296

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・26年1月分）
245,442

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年1月分）
7,098

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（26年1月分）
1,200

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年1月分）
5,250

環境局 東北環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 １２月分市内等出張交通費（口座振替不能分）
740

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
3,211

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
794,425

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第３四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
1,124,760

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
80,900

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第３四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２５年１２月分）
1,651,412



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
143,556

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金（減量美化推進事業）の支出について（城東区再振込分）
5,000

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２５年１２月分）
23,850

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年12月分）
5,307

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年12月分）
2,450

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年12月分）
1,700

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年12月分）
3,876

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 一般事務連絡用電話使用料の支出について（平成２６年１月分）
2,628

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 第一種衛生管理者免許試験に伴う出張命令経費の支出について（安全衛生用）
2,900

環境局 城北環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２５年１１月分（２））
400

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２５年１２月分）
6,938

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２５年１２月分）
1,400

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２５年１２月分）
5,100

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 職員衛生用トイレットペーパー購入経費の支出について
56,700

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用庁内パソコンプリンタトナー購入経費の支出について
14,490

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物収集輸送用トラックシートゴムバンド購入経費の支出について
30,870

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用 厚口マルチペーパーＡ４ほか２６点購入経費の支出について
34,813

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用下水道使用料の支出について
497,154

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 車両洗車用工業用水道使用料の支出について（平成２６年２月分）
25,058

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用圧縮天然ガス購入経費の支出について（スタンド平成26年1月分）
643,431

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用揮発油購入経費の支出について（平成２６年１月分）
849,870

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 整備棟用灯油購入経費の支出について
22,575

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（１月分）の支出について
13,170

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年１月分）
16,542

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用軽油購入経費の支出について（平成２６年１月分）
740,070

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年１月分）
1,190

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年１月分）
950

環境局 西北環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年１月分）
400

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分（10月～12月分）
3,932

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成25年12月分
11,889

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２５年１２月分
702,975

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(会議等)平成25年12月分
10,360

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第3四半期分（10月～12月分）
35,185

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光ペンほか３点購入経費の支出について（一般事務用）
15,156

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１２月分）再支出分
18

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電話使用料（事務連絡用）の支出について　平成25年1月分
2,628

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成25年12月分
707,748

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
5,619

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（第５１～５９号）の支出について　平成２５年１２月分
1,600

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（第５１～５９号）の支出について　平成２５年１２月分
350

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（第５１～５９号）の支出について　平成２５年１２月分
1,900

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（第５１～５９号）の支出について　平成２５年１２月分
400

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 氏名札購入経費の支出について（庁舎管理用）
1,680

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 エコ・クッキング教室及びリサイクル教室開催に伴うエコ・バックほか、２点の購入の経費の支出について（普及啓発用）
32,287

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード購入経費の支出について（事務連絡用）
90,000

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 エコ・クッキング教室及びリサイクル教室開催に伴うラミネートフィルムほか、２点の購入の経費の支出について（普及啓発用）
4,129

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成25年12月分
272,226

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 浪速区エコクッキング教室開催に伴う講師謝礼金について（普及啓発用）
38,920
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環境局 中部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（第６０～６５号）の支出について　平成26年1月分
3,580

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金（第６０～６５号）の支出について　平成26年1月分
6,984

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（１月分）
332,130

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２６年２月分
5,948

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（２月分）
15,062

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理)の支出について　平成26年1月分
228,285

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（第６０～６５号）の支出について　平成26年1月分
4,200

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（第６０～６５号）の支出について　平成26年1月分
750

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
10,908

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
849,870

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２６年１月分）
3,100

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(会議等)平成26年1月分
12,680

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
4,236

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
1,480,140

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
750

環境局 中部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
650

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（事務連絡用）第３四半期分
3,307

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
247,561

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
843,570

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
99,586

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
248,727

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 収納ケース　購入経費（特定衣類展示提供保管用）の支出について
30,450

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（資源ごみ中継地施設維持管理用）の支出について（１２月分）
94,366

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
1,415,496

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（１２月分）
400

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,821

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,500

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,655

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,400

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 白灯油購入経費の支出について（整備棟暖房用）
21,000

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（１月分）
337,774

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度 工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（２月分）
16,899

環境局 西部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度 西部環境事業センター警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について(１月分)
542,106

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（１２月分）
10,650

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（１月分）
740,070

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）２月分
17,708

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）１月分
456,970

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,920

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,300

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
735

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
834

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
90

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
250

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（１月分）
849,870

環境局 東部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
458,663

環境局 西南環境事業センター 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２５年１２月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,651,412

環境局 西南環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成25年12月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
843,570

環境局 西南環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 事務所棟3階男子浴室、床タイル修繕にかかる経費の支出について（庁舎管理用）
67,200
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環境局 西南環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（研修用/１２月分）
16,750

環境局 西南環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２５年度　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用）（１月分）
15,713

環境局 西南環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２５年度　下水道料金の支出について（庁舎管理用）（１月分）
337,323

環境局 西南環境事業センター 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
1,440

環境局 西南環境事業センター 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
650

環境局 西南環境事業センター 平成26年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
1,150

環境局 西南環境事業センター 平成26年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
500

環境局 西南環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成26年1月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
543,998

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）12月分
1,692,180

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(12月分)
2,340,158

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 シャシグリスの購入経費の支出について（自動車整備用）
38,850

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(12月広域分)
10,710

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）
65,100

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：１２月分
6,132

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：１２月分
22,932

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：１２月分
6,132

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：１２月分
16,800

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：１２月分
12,264

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（２月分）
20,900

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（事務連絡自動車整備用）：１２月分
7,600

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（事務連絡自動車整備用）：１２月分
7,600

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 電動フォークリフト特定自主検査整備経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
70,077

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（２月分）
41,800

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（２月分）
995,300

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金(減量美化推進事業）の支出について（阿倍野区再振込分）
5,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２５年度　整備技術研修会の受講経費の支出について（自動車整備用）
8,610

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 車体洗浄剤の買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
366,450

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度　整備技術研修会の受講経費の支出について（自動車整備用）
6,300

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（12月分）
663,975

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（12月分）
111,690

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（12月分）
491,699

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（12月分）
131,087

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（12月分）
121,819

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(１２月分)
1,124,760

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 南部環境事業センターほか10か所ホイストクレーン点検整備に係る経費支出について（工場整備用）
924,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務委託の経費支出について(2回目)
42,620

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアーソーほか３点の購入経費の支出について（自動車整備用）
40,803

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 シュレッダー(一般事務用)購入にかかる経費支出について
13,860

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)【1月発行分】
670

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（下半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（１月分）
210,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 路面標示用塗料　ほか３点の購入経費の支出ついて（塵芥収集自動車整備用）
48,405

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 調色塗料用シンナー（下半期）購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（１月分）
34,440

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用水性防錆塗料の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）（１月分）
69,300

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プレセット型トルクレンチの購入経費の支出について（自動車整備用）
151,200

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 六角ボルトほか18点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
80,892

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ギヤオイルポンプ修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
130,746

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 エンジンオイルポンプ修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
90,720

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
9,295
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環境局 南部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）：１月分
89,460

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 等辺山形鋼ほか１点の購入経費の支出について（自動車整備用）
23,730

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
8,763

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
3,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
3,920

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度後期　使用済みタイヤの収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について（単価契約）：１月分
72,187

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
2,350

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
2,958

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
250

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）：１月分
91,980

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）：１月分
105,300

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について(１月分)
70,524

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について(２月分)
14,621

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用普通貨物車（いすゞ車）法定点検整備経費の支出について（粗大ゴミ中継作業車整備用）：１月分
102,900

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（１月分）
9,013

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用普通貨物車（いすゞ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（粗大ゴミ中継作業車整備用）：１月分
57,400

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 耐震型ライセンス球ほか23点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
219,882

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）1月分
895,860

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 タイヤの買入経費の支出について（応援連絡車用）
299,460

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(分別収集の推進事業用)の支出について(１月分)
123,345

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(１月分)
630,368

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費(庁舎管理用)の支出について(１月分)
368,760

環境局 南部環境事業センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(１月分)
1,133,160

環境局 東南環境事業センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
1,415,496

環境局 東南環境事業センター 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 路肩灯（ＲＨ）ほか５点（車両用）購入経費の支出について
61,740

環境局 東南環境事業センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,562

環境局 東南環境事業センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,150

環境局 東南環境事業センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,250

環境局 東南環境事業センター 平成26年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ（普及啓発用）購入経費の支出について
18,000

環境局 東南環境事業センター 平成26年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,538

環境局 東南環境事業センター 平成26年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
750

環境局 東南環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用２月分）の支出について
950,337

環境局 東南環境事業センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
740,070

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機の使用に係る経費の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
90,132

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器の使用に係る経費の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
54,897

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ搬入票（3連A）外1点印刷の実施及び同経費の支出について（ごみ処理事務用　1月分）
86,625

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 一般廃棄物指導用市営交通回数カードの購入経費の支出について
90,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
8,880

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リサイクルドラムカートリッジ外４点の購入経費の支出について（一般事務用）
62,370

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　ごみ搬入票入力データ作成業務委託経費の支出について（ごみ処理量集計事務用　１月分）
397,791

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用　１月分）
63,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　ごみ搬入票入力データ作成業務委託経費の支出について（ごみ処理量集計事務用　１月分）
26,342

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　搬入票発行管理システム用機器一式長期借入経費の支出について（搬入票発行事務用　1月分）
143,115

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物管理責任者講習会に係る会場及び付属設備使用料の支出について（減量指導事業用）
970,830

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作業対象名簿管理システム用PDF作成ソフトの購入経費の支出について（許可指導用）
38,850

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 特定建築物事務連絡用郵便切手の購入経費の支出について
22,410

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪環境産業振興センターの賃料・共益費の支出について（平成２６年３月分）
4,485,499

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,225
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環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入経費の支出について（平成２６年１月分）
3,570

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年１月分）
7,612

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託に係る立入検査）
4,760

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
58,207

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 生野区リサイクル工作教室（平成26年1月18日生野区子育てプラザ）講師謝礼金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ運搬作業確認書外１点の印刷経費の支出について（資源化事業用）
10,290

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ運搬作業確認書外１点の印刷経費の支出について（資源化事業用）
51,450

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（11月12日～1月14日分）の支出について（拠点回収事業用）
337,974

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　損害保険料 市民見学会用傷害保険料の支出について（３月実施分）
4,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 廃棄物減量等推進事業用　大阪市環境局事業部家庭ごみ減量課　微量PCB分析業務委託経費の支出について
30,450

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用西区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（１月２０日開催分）
1,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 宛名ラベル外３点購入経費の支出について（集合式住宅における分別排出促進啓発用他）
420

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 宛名ラベル外３点購入経費の支出について（集合式住宅における分別排出促進啓発用他）
26,775

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 宛名ラベル外３点購入経費の支出について（集合式住宅における分別排出促進啓発用他）
9,660

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 図書カード購入経費の支出について（紙パック回収事業用）
735,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 再生紙トイレットペーパーほか１点購入経費の支出について（紙パック回収事業用）
98,805

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 容プラ中継施設運営用ショベルローダー用バッテリーの買入費用の支出について
24,360

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地運営用ショベルローダータイヤ買入費用の支出について
337,260

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 容プラ中継施設運営用ショベルローダータイヤ買入費用の支出について
133,980

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設ショベルローダー（住之江１号）の修理費用の支出について
114,985

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設ショベルローダー（西淀１号）外１台の修理費用の支出について
73,689

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設ショベルローダー（西淀２号）の修理費用の支出について
20,454

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２５年度ショベルローダー月次検査・オイル交換等年間契約費用の支出について（その２）（１月分）
17,115

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装リサイクル法に基づく再商品化業務委託経費の支出について（第３四半期分）
299,576

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２５年度ショベルローダー月次検査・オイル交換等年間契約費用の支出について（その２）（１月分）
106,575

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装リサイクル法に基づく再商品化業務委託経費の支出について（第３四半期分）
2,295,792

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用港区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（１月２１日開催分）
1,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用西成区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（１月２１日開催分）
1,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用淀川区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（平成２６年１月１７日開催分）
1,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 生野区リサイクル工作教室（平成26年1月25日生野区子育てプラザ）講師謝礼金の支出について
11,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 廃棄物減量等推進事業用住之江区ガレージセール講師謝礼金の支出について（平成２６年１月２５日開催分）
58,520

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 普通ごみ収集用分別排出啓発ラベル印刷に係る経費の支出について（紙ごみ等分別回収推進事業用）
1,058,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支給について
1,240

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支給について
4,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支給について
4,680

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支給について
3,660

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 廃棄物減量等推進事業用住之江区ガレージセール会場設営業務委託経費の支出について
48,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 音響機器（ＣＤプレーヤー／カセットデッキ）の買入費用の支出について
32,319

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地運営用セメント外２点の買入費用の支出について
11,214

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,480

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
2,900

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
2,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
3,398

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支給について（１月分）
18,890

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　損害保険料 市民見学会用傷害保険料の支出について（３月末実施分）
5,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定家庭用機器廃棄物等の再商品化義務委託経費の支出について（１月分）
864,249

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 図書カード購入経費の支出について（紙パック回収事業用）
588,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（ペットボトル再商品化に係る現地調査）
4,440
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環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業及びごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用パネルフレーム購入経費の支出について
57,172

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（鶴見資源１号）の修理費用の支出について
99,750

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる１月分費用の支出について
6,328,894

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる１月分費用の支出について
5,436,495

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる１月分費用の支出について
11,030,220

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる１月分費用の支出について
7,614,903

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる１月分費用の支出について
1,065,521

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる１月分費用の支出について
5,705,345

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる１月分費用の支出について
7,638,741

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる１月分費用の支出について
7,552,716

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる１月分費用の支出について
5,646,526

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる１月分費用の支出について
8,244,537

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２５年度ショベルローダー月次検査・オイル交換等年間契約費用の支出について（その１）（１月分）
52,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる１月分費用の支出について
5,493,385

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２５年度ショベルローダー月次検査・オイル交換等年間契約費用の支出について（その１）（１月分）
31,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業及びごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用パネルフレーム購入経費の支出について
58,905

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ごみ袋購入経費の支出について（小型家電拠点回収用）
11,655

環境局 施設管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　複写機使用料の支出について（平成25年度第３四半期）
109,571

環境局 施設管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラム（相愛学園）の電気使用料金にかかる経費の支出について１０月～１２月分（施設維持管理用）
16,769

環境局 施設管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南港管理輸送施設ローカルドラム（大阪港振興）の電気使用料金にかかる経費の支出について１０月～１２月分（施設維持管理用）
105,000

環境局 施設管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度　此花・西淀川・住之江屋内プール管理運営業務代行料（9月～12月分）の支出について（施設維持管理用）
31,368,750

環境局 施設管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
712

環境局 施設管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
2,699

環境局 施設管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 大正工場　LPガス使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１月分）
17,495

環境局 施設管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　工業用水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１月分）
943,493

環境局 施設管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
10,000

環境局 施設管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１２月分）
287,731

環境局 施設管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　改修工事費 平成２５年度北港処分地廃水処理設備整備工事経費の支出について（処分地造成用）
4,200,000

環境局 施設管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 住之江屋内プール　採暖室ヒーター修繕料の支出について（施設維持管理用）
367,500

環境局 施設管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北港事務所排気ファン取替修繕経費の支出について（処分地管理用）
277,200

環境局 施設管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手の購入経費の支出について
10,000

環境局 施設管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設監視並びに庁舎管理業務委託（その４）経費の支出について（施設維持管理用）
26,775

環境局 施設管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　負担金 汚染負荷量賦課金の支出について（公害健康被害補償用　第4四半期分）
26,469,700

環境局 施設管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 北港事務所高圧引込電源切替工事経費の支出について（処分地造成用・工事完成金）
3,654,000

環境局 施設管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 森之宮管理輸送の電気使用料にかかる経費の支出について（施設維持管理用　１月分）
5,499

環境局 施設管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１月分）
773,438

環境局 施設管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２５年度北港事務所水道使用料の支出について（１月分）
149,874

環境局 施設管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　北港処分地北地区浸出水送水ポンプ電気使用料の支出について（１月分）
21,993

環境局 施設管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 リフレうりわり機械警備用　通信費の支出について（1月分）
4,135

環境局 施設管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
316

環境局 施設管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 インクリボンの買入経費の支出について（施設維持管理用）
44,625

環境局 施設管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジカラー買入経費の支出について（一般事務用）
30,555

環境局 施設管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設の水道料金にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
179,149

環境局 施設管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２５年度北港処分地南地区電気使用料の支出について（１月分）
1,628,071

環境局 施設管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 西淀工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）経費の支出について（平成２５年度１月分・残滓陸送用）
2,591,512

環境局 施設管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局北港事務所機械警備業務委託　長期継続経費の支出について（平成２５年度１月分・処分地管理用）
17,850

環境局 施設管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー買入経費の支出について（処分地造成用）
12,096

環境局 施設管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 原材料費　工事材料費 平成２５年度　道路用材（その２）の買入経費の支出について（処分地造成用）
598,500
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環境局 施設管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２５年度かせいソーダ（北港事務所）下半期概算買入経費の支出について（処分地管理用・１月分）
198,530

環境局 施設管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２５年度ポリ硫酸第２鉄（北港事務所）概算買入経費の支出について（処分地管理用・1月分）
702,485

環境局 施設管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 八尾工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）経費の支出について（平成２５年度１月分・残滓陸送用）
2,109,109

環境局 施設管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却残滓の大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入処分料金の支払について（平成２５年度１月分・八尾工場）
10,735,410

環境局 施設管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度北港処分地南地区第１区巡回警備業務委託（その２）経費の支出について（処分地管理用・１月分）
181,794

環境局 施設管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度北港処分地廃棄物埋立処分業務委託経費の支出について（処分地管理用・１月分）
18,648,312

環境局 施設管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　下水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１月分）
22,400,853

環境局 施設管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２５年度１月分北港処分地北地区浸出水下水道放流分下水道使用料の支出について（処分地管理用）
663,757

環境局 施設管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　工業用水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　２月分）
4,715,179

環境局 施設管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度南港管路輸送施設監視並びに庁舎管理業務委託経費の支出について（その２）（１月分・施設運転管理用）
350,481

環境局 施設管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託経費の支出について（１月分・施設運転管理用）
536,392

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸（住之江工場外２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　１月分）
288,706

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化カルシウム（平野工場外２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　1月分）
2,342,489

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩酸（西淀工場外７か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　１月分）
357,663

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンモニア水（西淀工場外４か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　1月分）
4,849,267

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化第二鉄液（西淀工場外７か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　１月分）
1,534,984

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸ばんど（平野工場外６か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　１月分）
1,201,459

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 尿素（西淀工場外３か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　1月分）
2,396,538

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度鶴見工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
798,498

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度東淀工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
2,569,247

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度平野工場外１箇所で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
15,316,434

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度西淀工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
7,552,681

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度舞洲工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
14,695,870

環境局 施設管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度八尾工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
8,571,261

環境局 施設管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
34,790

環境局 施設管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所分　軽油　第４四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・平成２５年度１月分）
740,070

環境局 施設管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 処分地管理用　北港事務所プロパンガス使用料の支出について（平成２５年度１月分）
18,900

環境局 施設管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手の購入経費の支出について
200

環境局 施設管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度南港管路輸送センター清掃業務委託経費の支出について（１２～１月分・施設運転管理用）
83,160

環境局 施設管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度　リフレうりわり貯水槽清掃業務委託料の支出について（施設維持管理用）
89,250

環境局 施設管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　船車賃借料 高所作業車の借入経費の支出について（植栽維持管理用）
338,100

環境局 施設管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 原材料費　工事材料費 平成２５年度　覆土用材の買入経費の支出について（処分地造成用）
1,008,000

環境局 建設企画課 平成26年02月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 書籍の購入経費の支出について（技術調査用）
23,940

環境局 建設企画課 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
1,600

環境局 建設企画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
11,180

環境局 西淀工場 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
7,438

環境局 西淀工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（12月分）支出について（事務連絡用）
16,100

環境局 西淀工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の支払いについて（廃棄物処理事業用　１２月分）
30,366

環境局 西淀工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電動機ほか７点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
132,510

環境局 西淀工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
19,127

環境局 西淀工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（１２月分）
1,198,050

環境局 西淀工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアーフィルター（＃１）ほか３点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
222,600

環境局 西淀工場 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 六角ボルト（＃１）ほか１９点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
76,702

環境局 西淀工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クロスほか８点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
26,271

環境局 西淀工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フィルターほか４点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
456,750

環境局 西淀工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルゴンガスほか３点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
51,450

環境局 西淀工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バルブシートほか９点買入経費の支出について（施設維持管理用）
190,711

環境局 西淀工場 平成26年02月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 西淀工場２号炉ボイラ設備ほか緊急補修工事経費の支出について（設備維持管理用）
3,297,000
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環境局 西淀工場 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプの購入経費の支出について（施設維持管理用）
47,145

環境局 西淀工場 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 定水位弁ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
96,705

環境局 西淀工場 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 空調機ＡＣ４－１の修繕経費の支出について（施設維持管理用）
752,787

環境局 西淀工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
7,780

環境局 西淀工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
4,378

環境局 西淀工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブレザーバルブの購入経費の支出について（施設維持管理用）
104,790

環境局 西淀工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
2,700

環境局 西淀工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
338,158

環境局 西淀工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防食剤（西淀工場）の購入経費の支出について（施設維持管理用）
302,400

環境局 西淀工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
887,733

環境局 西淀工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・第３回分）
223,125

環境局 西淀工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱酸素剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
214,200

環境局 西淀工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消石灰（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
1,323,132

環境局 西淀工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
731,209

環境局 西淀工場 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 西淀工場搬入路舗装補修工事経費の支出について（施設維持管理用）
1,357,650

環境局 平野工場 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 事務端末印刷用リサイクルトナーの購入経費の支出について（一般事務用）
10,080

環境局 平野工場 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤の購入経費の支出について（工場維持管理用）
12,123

環境局 平野工場 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 床洗浄剤の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
173,250

環境局 平野工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 オイルフィルターエレメント（空気圧縮機用）ほか２点の購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
244,650

環境局 平野工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平歯車（追加減速機用）ほか１点購入経費の支出ついて（焼却工場維持管理用）
67,252

環境局 平野工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ウエスほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
132,300

環境局 平野工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分買入経費の支出について（事務連絡用　１２月分）
3,032

環境局 平野工場 平成26年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場２号炉灰出しコンベア緊急修繕経費の支出について（焼却工場整備用）
1,963,500

環境局 平野工場 平成26年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 陽イオン交換樹脂（平野工場）の購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
743,400

環境局 平野工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 サイクロ減速機ほか１点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
366,450

環境局 平野工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボイラ水面計用皿ばね座金ほか７点（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,199,100

環境局 平野工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ケミカルポンプ部品の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
296,100

環境局 平野工場 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用高分子凝集剤（平野工場）購入経費の支出ついて（焼却設備維持管理用）
33,600

環境局 平野工場 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フレキシブルチューブの購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
134,400

環境局 平野工場 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 公用車（ライトバン）タイヤ取り替え修繕経費の支出について（工場維持管理用）
32,508

環境局 平野工場 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 化学防護服ほか１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
798,000

環境局 平野工場 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁接触器ほか４点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
241,983

環境局 平野工場 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クレーン部品（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
506,100

環境局 平野工場 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１２月分）
24,800

環境局 平野工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ケースコンベア用スクレーパ購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
235,200

環境局 平野工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（平野工場）購入経費の支出について（排ガス処理用・１月分）
244,209

環境局 平野工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（平野工場）購入経費の支出について（排ガス処理用・１月分）
4,380,689

環境局 平野工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（平野工場）購入経費の支出について（飛灰処理用・１月分）
1,253,248

環境局 平野工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２５年度　作業服洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用・１月分）
36,004

環境局 平野工場 平成26年02月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場２号減湿水循環ポンプ吐出配管緊急修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
1,890,000

環境局 平野工場 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 渦巻型ガスケット購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
306,684

環境局 平野工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グリースの購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
88,200

環境局 平野工場 平成26年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 フライトコンベア主務チェーン外３点（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
4,275,600

環境局 平野工場 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
7,064

環境局 平野工場 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
1,700

環境局 平野工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 受変電室用空調設備の修繕経費の支出について（焼却工場維持管理用）
117,600

環境局 平野工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平野工場空調機ガス漏れ等点検委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
85,785

環境局 大正工場 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
6,614
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環境局 大正工場 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
39,493

環境局 大正工場 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について（焼却炉昇温用・12月分）
1,198,050

環境局 大正工場 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油スタンド給油分購入経費の支出について（事務用車用１２月分）
6,519

環境局 大正工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 密閉型防護服の買入経費の支出について（施設維持管理用）
85,050

環境局 大正工場 平成26年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 大正工場１号じん芥クレーンバケット修繕経費の支出について（工場整備用）
714,000

環境局 大正工場 平成26年02月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 大正工場排水貯槽等清掃業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
273,000

環境局 大正工場 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯用粉末洗剤の買い入れ経費の支出について（職員衛生用）
39,480

環境局 大正工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（大正工場）の下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
268,800

環境局 大正工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（大正工場）の下半期概算買入経費の支出について（１月分・施設維持管理用）
185,136

環境局 大正工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（大正工場）の下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
2,938,847

環境局 大正工場 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ガス溶接技能講習にかかる出張交通費の支出について（２６年１月分）
1,080

環境局 大正工場 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について　（２５年１２月分）
2,680

環境局 大正工場 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について（焼却炉昇温用・1月分）
829,710

環境局 大正工場 平成26年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 大正工場破砕施設搬送設備緊急修繕経費の支出について（破砕整備用）
777,000

環境局 大正工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 コンテナ運搬車用タイヤの買入経費の支出について（コンテナ輸送事業用）
362,628

環境局 大正工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について　（２５年１１月分）
940

環境局 大正工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,290

環境局 大正工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
800

環境局 大正工場 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 大正工場有害ガス処理設備整備工事経費の支出について（工場整備用）
9,838,500

環境局 大正工場 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 大正工場焼却設備整備工事経費の支出について（工場整備用）
44,541,000

環境局 住之江工場 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・12月分）
1,316,322

環境局 住之江工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・12月分）
4,565,380

環境局 住之江工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポテンショメータ変換器買入れについて（焼却工場維持管理用）
96,600

環境局 住之江工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電動ボール弁の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
308,700

環境局 住之江工場 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 振動コンベヤ用駆動ゴム買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
273,000

環境局 住之江工場 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 住之江工場チラ－修繕経費の支出について（焼却工場維持管理用）
268,989

環境局 住之江工場 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンローダーピストン（１）ほか６点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
111,352

環境局 住之江工場 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年１月分）
5,546

環境局 住之江工場 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年１月分）
16,380

環境局 住之江工場 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年１月分）
5,000

環境局 住之江工場 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 地下鉄回数券（連絡調整用）の買入経費の支出について
30,000

環境局 住之江工場 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場タービン定期安全管理審査手数料の支出について（焼却工場維持管理用）
163,830

環境局 住之江工場 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場作業服洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業）（平成26年1月分）
7,752

環境局 住之江工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
2,060

環境局 住之江工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
196,602

環境局 住之江工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
1,305,906

環境局 住之江工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（住之江工場）概算買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・１月分）
365,400

環境局 住之江工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
3,170,975

環境局 鶴見工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用　12月分）
6,380

環境局 鶴見工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ買入経費の支出について（排ガス処理用12月分）
2,623,619

環境局 鶴見工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤買入経費の支出について（飛灰処理用12月分）
417,690

環境局 鶴見工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ほうきほか10点の買入経費の支出について（庁舎管理用）
47,082

環境局 鶴見工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（第３四半期）買入経費の支出について（１２月分）
1,540,350

環境局 鶴見工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スポンジほか5点の買入経費の支出について（庁舎管理用）
30,507

環境局 鶴見工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アダプタＡほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
22,995

環境局 鶴見工場 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
12,485

環境局 鶴見工場 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,600

環境局 鶴見工場 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用　平成26年1月分）
11,310
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環境局 鶴見工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤買入経費の支出について（施設維持管理用1月分）
626,535

環境局 鶴見工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直管ＬＥＤ①ほか4点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,342,950

環境局 鶴見工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ買入経費の支出について（施設維持管理用1月分）
3,641,313

環境局 鶴見工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭買入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
169,911

環境局 鶴見工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（カード）の買入経費の支出について（1月分　事務用車用）
4,845

環境局 八尾工場 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 クレーン運転士実技試験準備講習における出張交通費の支出について(11月分)（工場施設維持管理用）
1,970

環境局 八尾工場 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について(一般事務用)第３四半期分
2,748

環境局 八尾工場 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成25年度　八尾工場における作業服洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用）（12月分）
15,401

環境局 八尾工場 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（西淀工場ほか７箇所）第３四半期分購入経費（施設維持管理用）の支出について（１２月分）
1,882,650

環境局 八尾工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リン酸イオン測定試薬ほか１１点の買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
327,064

環境局 八尾工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用・第３四半期分）
21,208

環境局 八尾工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ろ過式集じん装置用ろ布買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
1,916,250

環境局 八尾工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 近接スイッチほか６点の買入にかかる経費の支出について(施設維持管理用）
31,657

環境局 八尾工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動給油器の買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
323,400

環境局 八尾工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 事務連絡等用揮発油(給油カード)買入経費の支出について(12月分)
7,884

環境局 八尾工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バタフライバルブ（＃１）外１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
587,475

環境局 八尾工場 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 潤滑油ほか４点の買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
285,915

環境局 八尾工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 八尾工場簡易トイレし尿取扱い手数料の支出について　1月17日分（施設維持管理用）
2,800

環境局 八尾工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダイヤフラムポンプの買入にかかる経費の支出について(施設維持管理用）
104,685

環境局 八尾工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（八尾工場）購入経費の支出について（施設維持管理用：１月分）
772,443

環境局 八尾工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（八尾工場）購入経費の支出について（施設維持管理用：１月分）
525,514

環境局 八尾工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高反応消石灰（八尾工場）購入経費の支出について（施設維持管理用：1月分）
1,609,322

環境局 八尾工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,388

環境局 八尾工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
2,300

環境局 八尾工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,500

環境局 八尾工場 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 クレーン運転士実技試験準備講習における出張交通費の支出について（12月分）（工場施設維持管理用）
2,460

環境局 八尾工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について（12月分）
13,450

環境局 舞洲工場 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 三本指手袋ほか２点　購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
182,385

環境局 舞洲工場 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分　買入（公用車用）の支出について（平成２５年１２月分）
13,190

環境局 舞洲工場 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 監視カメラ外１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
910,350

環境局 舞洲工場 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 監視カメラ外１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
226,800

環境局 舞洲工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電子クーラーほか２点購入経費の支出について（施設維持管理用）
282,450

環境局 舞洲工場 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 縞鋼板ほか4点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
288,435

環境局 舞洲工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 光電式スポット型煙感知器購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
439,950

環境局 舞洲工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 絶縁２出力計装用変換器購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
193,200

環境局 舞洲工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボルトクリッパーほか３点の購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
155,190

環境局 舞洲工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 インバータ（その２）購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
729,750

環境局 舞洲工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２５年度　舞洲工場高所作業車特定自主検査手数料の支出について（焼却設備維持管理用）
58,800

環境局 舞洲工場 平成26年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（12月分）の経費の支出について（職員衛生用）
16,737

環境局 舞洲工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光マーカーほか２９点の購入にかかる経費の支出について（一般事務用）
127,556

環境局 舞洲工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スチームトラップほか１点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
324,450

環境局 舞洲工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 Ｏリングほか５点購入経費の支出について（施設維持管理用）
129,150

環境局 舞洲工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 乾燥剤ほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
617,400

環境局 舞洲工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 舞洲工場の公用車の車検にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
21,540

環境局 舞洲工場 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防毒マスクほか４点購入経費の支出について（施設維持管理用）
17,850

環境局 舞洲工場 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カラーモニタほか１点購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
28,350

環境局 舞洲工場 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防毒マスクほか４点購入経費の支出について（施設維持管理用）
115,290

環境局 舞洲工場 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 カラーモニタほか１点購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
239,400



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

環境局 舞洲工場 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 加熱脱塩素化装置冷却器用部品（舞洲工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
1,155,000

環境局 舞洲工場 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
5,813

環境局 舞洲工場 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電線ほか４点の購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
30,586

環境局 舞洲工場 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 配管支持金具　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
6,930

環境局 舞洲工場 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
1,800

環境局 舞洲工場 平成26年02月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 給じん装置用部品（スライドプレート外４７点）購入経費の支出について（施設維持管理用）
23,383,500

環境局 舞洲工場 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 復水処理剤（舞洲工場）の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
1,255,800

環境局 舞洲工場 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度舞洲工場電子計算機保守業務委託経費の支出について（工場維持管理用・第３回）
1,890,000

環境局 舞洲工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議用ほか市内出張交通費の支給について（平成２６年１月分）
10,950

環境局 舞洲工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パルス弁購入経費の支出について（施設維持管理用）
311,850

環境局 舞洲工場 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防スライム剤購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
935,550

環境局 舞洲工場 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防食防スケール剤購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
955,500

環境局 舞洲工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素ほか２点（その２）の購入経費の支出について（施設維持管理用）
244,020

環境局 舞洲工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素ほか２点（その２）の購入経費の支出について（施設維持管理用）
26,670

環境局 舞洲工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボールバルブほか１点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
250,950

環境局 舞洲工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ購入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
2,680,382

環境局 舞洲工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤購入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
1,522,080

環境局 舞洲工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤購入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
1,041,600

環境局 東淀工場 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グランドパッキン（＃１）ほか２１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
263,371

環境局 東淀工場 平成26年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水中タービンポンプ（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
315,000

環境局 東淀工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＰＨ計洗浄液タンクほか１点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
70,560

環境局 東淀工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水面計Ａ外７点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
1,575,000

環境局 東淀工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プリンター廃トナーボックス（＃１）ほか１点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
8,610

環境局 東淀工場 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 東淀工場ガス検知器修繕経費の支出について（施設維持管理用）
157,500

環境局 東淀工場 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 けんとびの買入経費の支出について（施設維持管理用）
36,750

環境局 東淀工場 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブロークーラー（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
258,300

環境局 東淀工場 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 書籍（発電用火力設備規格）の購入経費の支出について（施設維持管理用）
4,095

環境局 東淀工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
1,063,335

環境局 東淀工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
570,045

環境局 東淀工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
1,802,455

環境局 東淀工場 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,800

環境局 東淀工場 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリン携行缶ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
20,265

環境局 東淀工場 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東淀工場電子計算機保守業務委託経費の支出について（施設維持管理用・第３回分）
1,081,500

環境局 東淀工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 路面洗浄剤(東淀工場）購入経費の支出について(施設維持管理用）
243,600

環境局 東淀工場 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 東淀工場第１、第２号ボイラー、蒸気タービン（１号）の定期安全管理審査手数料の支出について（焼却施設維持管理用）
163,830

環境局 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 渉外事故賠償金（平成２６年２月分）の支出について（渉外事故関係業務用）
100,000

環境局 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（１２月分）の支出について
7,460

環境局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 法規集追録購入経費（事務参考用）の買入経費の支出について（第５回中間払い）
11,170

環境局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 もとリサイクルプラザ赤川におけるアスベスト含有調査業務委託にかかる支出について
167,895

環境局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２５－２８）の支出について（渉外事故関係業務用）
17,270

環境局 総務課 平成26年02月12日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 全都清第35回全国都市清掃研究・事例発表会への出席にかかる管外出張旅費の支出について
89,240

環境局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 全都清第185回理事会への出席にかかる管外出張旅費の支出について
26,660

環境局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 環境対策特別委員会　行政視察随行に係る管外出張旅費の支出について（行政視察用）
35,360

環境局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 環境対策特別委員会　行政視察随行に係る管外出張旅費の支出について（行政視察用）
35,360

環境局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 自動車事故（２４－１１０・平成２５年３月２２日発生）の損害賠償額の決定及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
100,000

環境局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 作業事故（２５－作１０・平成２６年１月１４日発生）の損害賠償額の決定及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
34,700

環境局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ＰＤＦ作成編集ソフトの購入経費の支出について（契約事務用）
115,500

環境局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
5,000
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環境局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 深夜業務に伴うタクシー代の支出について（一般事務用　平成26年2月6日）
1,940

環境局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
7,700

環境局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 深夜業務に伴うタクシー代の支出について（一般事務用　平成26年2月6日）
7,580

環境局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 深夜業務に伴うタクシー代の支出について（一般事務用　平成26年2月6日）
5,740

環境局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成26年1月分）
93,555

環境局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
425,375

環境局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
6,112

環境局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
1,839

環境局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 阿倍野合同庁舎水道料金（平成２６年１月分庁舎管理用）の支出について
1,574

環境局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託費用の支出について（文書逓送用1月分）
484,785

環境局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 デジタル複合機（環境局）一式　借入経費の支出について（一般事務用1月分）
3,990

環境局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
120,750

環境局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
219,617

環境局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
1,481,513

環境局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２５－２９）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,250,100

環境局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成２５年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成26年1月分）
581,838

環境局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 普及啓発用　市内出張交通費（平成２６年１月分）の支出について
360

環境局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（１月分）の支出について
10,330

環境局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内パソコンに係るインターネット回線使用料の支出について（一般事務用　１月分）
170,100

環境局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成26年1月分）
97,100

環境局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成26年3月分）
52,500

環境局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成26年3月分）
20,068,755

環境局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成26年3月分）
173,250

環境局 企画課 平成26年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 大阪市家庭系ごみ収集輸送事業民間化に係るごみ収集車両査定業務委託経費の支出について
567,500

環境局 企画課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成26年１月分）
5,180

環境局 職員課 平成26年02月03日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード購入経費の支出について（一般事務用）
90,000

環境局 職員課 平成26年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 防寒ズボンの購入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
124,320

環境局 職員課 平成26年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アラミド繊維ゴム張り手袋の購入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
5,769,792

環境局 職員課 平成26年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 懸垂幕ほか８点の購入及び同経費の支出について（安全衛生用）
172,410

環境局 職員課 平成26年02月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 「不祥事根絶に繋がる市民対応力研修」の講師に対する謝礼金の支出について（不祥事根絶に繋がる取組用）
118,120

環境局 職員課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 うがい薬の買入経費の支出について（安全衛生用）
21,000

環境局 職員課 平成26年02月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カルテホルダーほか６点の買入経費の支出について（安全衛生用）
34,786

環境局 職員課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 安全管理者選任時研修にかかる講習受講料の支出について（安全衛生用）
1,470

環境局 職員課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 安全管理者選任時研修にかかる講習受講料の支出について（安全衛生用）
14,700

環境局 職員課 平成26年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年１月分）
11,550

環境局 職員課 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 名札ほか２点購入経費の支出について（一般事務用）
15,797

環境局 職員課 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ボールペンほか３４点購入経費の支出について（一般事務用）
65,373

環境局 職員課 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 安全衛生関係視聴覚教材の買入経費の支出について（安全衛生用）
169,732

環境局 職員課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 「平成２５年度海外研修（政策提言型）」受講のための海外出張にかかる諸経費の支出について【追給】（研修用）
37,878

環境局 職員課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 人権問題研修関係視聴覚教材購入経費の支出について（研修用）
119,700

環境局 職員課 平成26年02月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　被服費 斎場接遇合冬用シャツの購入経費の支出について（斎場管理事業用）
92,400

環境局 環境施策課 平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　筆耕翻訳料 普及啓発用平成２５年度「大阪市環境表彰」における表彰状の筆耕業務経費の支出について
17,902

環境局 環境施策課 平成26年02月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 副読本「おおさか環境科」デザイン作成業務委託経費の支出について
418,320

環境局 環境施策課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
6,720

環境局 環境施策課 平成26年02月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
12,458

環境局 環境施策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 旅費　普通旅費 大阪市再生可能エネルギー等導入推進基金事業用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
4,600

環境局 環境施策課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 海外事業展開用　第２回ミャンマー低炭素都市連絡会への出席にかかる旅費の支出について
28,500

環境局 環境施策課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（関西エコオフィス大賞選定会議）
1,900
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環境局 環境施策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（環境省）
27,700

環境局 環境施策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（規制改革会議の事前説明）
28,260

環境局 環境施策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（指定都市自然エネルギー協議会　担当者連絡会）
27,980

環境局 環境施策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 一般事務用　市営交通回数カードの購入経費の支出について
150,000

環境局 環境施策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便切手の購入経費の支出について
23,900

環境局 環境施策課 平成26年02月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 「おおさか環境科」指導の手引き　小学校中学年版外２点デザイン作成業務に係る経費の支出について
193,200

環境局 環境施策課 平成26年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成25年度　普及啓発用　大阪環境産業振興センター（おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ）不動産賃借料・公益費（３月分）の支出について
2,138,005

環境局 環境施策課 平成26年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 UNEP国際環境技術センター管理用　平成25年度UNEP国際環境技術センター警備業務委託経費の支出について（11月～12月分）
1,234,506

環境局 環境施策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
8,700

環境局 環境施策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成25年度「環境・社会・経済・３つの価値の創造検討ワーキング」第２回会合への参加について
28,100

環境局 環境施策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,050

環境局 環境施策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,400

環境局 環境施策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,950

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　広告料 大阪市子育て安心マンション認定制度地下鉄駅構内ポスター掲出広告料の支出について
46,200

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度防犯カメラ設置費補助金の支出について
100,716

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成25年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（11月分）
1,980,058

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成25年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（11月分）
2,041,442

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-320）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-217）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理用住まい情報センター等建物に係る建物管理費（分担金）の支出について（平成26年2月分）
6,342,900

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市ハウジングデザイン賞レインボーカード買入経費の支出について
63,500

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 分譲マンションアドバイザーの派遣（２５－４）および同経費の支出について
30,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成用　住宅生産行政所管担当者会議への出席に係る管外出張旅費の支出について
28,020

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成25年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（12月分）
2,005,907

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成25年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（12月分）
2,068,093

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-227）
875,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-201）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-234）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-251）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-185）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-279）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借上に係る使用料の支出について（平成26年1月分）
261,702

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 公社住宅事業用等　市内出張旅費及び近距離管外出張旅費（1月分）の支出について
1,022

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 公社住宅事業用等　市内出張旅費及び近距離管外出張旅費（1月分）の支出について
7,232

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用市内出張旅費の支出について（１月分）
2,814

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 新婚・子育て利子補給パンフレット　他１点の印刷製本費の支出について
97,991

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市子育て安心マンション認定制度用　認定制度周知用パンフレット及び認定制度周知用ポスターの作成費の支出について
104,715

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成25年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（1月分)
2,100

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-247）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-286）
648,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第２回目）の再支出について
180,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-224）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-228）
569,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-211）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費及び近接管外出張交通費の支出について（平成26年１月分住宅政策グループ）
1,120

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費及び近接管外出張交通費の支出について（平成26年１月分住宅政策グループ）
4,090

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費及び近接管外出張交通費の支出について（平成26年１月分住宅政策グループ）
486

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費及び近接管外出張交通費の支出について（平成26年１月分住宅政策グループ）
1,300
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都市整備局 住宅政策課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費及び近接管外出張交通費の支出について（平成26年１月分住宅政策グループ）
2,800

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成25年住生活総合調査大阪市域調査業務委託にかかる委託料の支出について
2,079,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成26年1月分）
24,360

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（１月分）の支出について
33,419

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（１月分）の支出について
920

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（１月分）の支出について
1,880

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（１月分）の支出について
2,480

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（1月分）
13,650

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 生きた建築ミュージアム推進有識者会議（専門会議）に係る報償金の支出について
32,950

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（１月分）の支出について
10,323

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用帳票「※新婚家賃補助受給者の方は必ずお読みください！」外１４点印刷の支出について（第４回納品分）
18,900

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（１月分）
6,300,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかる電算処理業務委託料の支出について（１月分）
4,566,975

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（１月分）
688,065

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（1月分）
119,175

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-264）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-265）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-38）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-313）
680,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-308）
45,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H25017）の支出について
534,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（12月分）
1,967

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（12月分）
13,797

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（12月分）
22,884

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（変H25003）の支出について
504,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－２６）
319,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H25014）の支出について
414,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（１月２３日実施分）
26,570

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（１月９日実施分）
31,900

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－１６）
280,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（変H25011）の支出について
310,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（設計・除却）（２５－４）
4,252,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金
ＨＯＰＥゾーン事業用平成25年度大阪市HOPEゾーン事業　まちなみ修景補助制度　修景計画相談謝礼金の支出について（①住吉大社周辺・空堀地区②天満地区③田辺
地区） 60,600

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 ＨＯＰＥゾーン事業用平成２５年度住吉大社周辺地区ＨＯＰＥゾーン協議会補助金の支出について
12,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（1月分）
26,595

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（１月分）
20,750

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（１月分）
20,630

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（１月分）
28,352

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（１月分）
14,689

都市整備局 住環境整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－２２）
253,000

都市整備局 区画整理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(12月分)
1,560

都市整備局 区画整理課 平成26年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(12月分)
16,731

都市整備局 区画整理課 平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業都島地区復興土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
1,690,000

都市整備局 区画整理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成25年度近畿地方整備局管内研修（道路管理研修）にかかる経費（テキスト代等）の支出について
535

都市整備局 区画整理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度近畿地方整備局管内研修（道路管理研修）にかかる経費（テキスト代等）の支出について
2,118

都市整備局 区画整理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「自治体法務サポート　行政不服審査の実務」追録第１０号外２点の買入代金の支出について
5,700

都市整備局 区画整理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 不動産鑑定料の支出について
84,000

都市整備局 区画整理課 平成26年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「現代契約書式要覧」追録第１９６号外１７点の買入代金の支出について
78,850
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都市整備局 区画整理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第３住宅道路舗装新設工事にかかる工事費（前払金）の支出について
16,690,000

都市整備局 区画整理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
414

都市整備局 区画整理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
8,764

都市整備局 区画整理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　特別旅費 平成25年度専門課程「区画整理」研修（国土交通大学校派遣研修）に係る出張旅費の支出について
46,450

都市整備局 区画整理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 土地区画整理事業に関する法制度拡充要望の打合せにかかる出張旅費の支出について（出張日2/3）
56,440

都市整備局 区画整理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（１２月分）
48,737

都市整備局 区画整理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（12月分）
6,200

都市整備局 区画整理課 平成26年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 区画整理事業用淀川区物件調査等業務委託（単価契約）の支出について（１月分）
3,323,280

都市整備局 区画整理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用管外出張旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分）
8,202

都市整備局 区画整理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
28,266

都市整備局 区画整理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 区画整理事業用東淀川区物件調査等業務委託（単価契約）の支出について（平成25年11月～平成26年1月分）
1,599,695

都市整備局 区画整理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理システム用パーソナルコンピュータ長期借入料の支出について（１月分）
45,339

都市整備局 区画整理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（１月分）
81,375

都市整備局 区画整理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）の借入（長吉東部事務所用）（１月分）
22,050

都市整備局 区画整理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（1月分）
49,234

都市整備局 区画整理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
789

都市整備局 区画整理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
15,355

都市整備局 区画整理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 放出駅前自由通路清掃業務委託料の支出について（１月分）
168,358

都市整備局 区画整理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 西成区萩之茶屋工区３５号線外１舗装補修工事にかかる工事費（完成金）の支出について
2,697,650

都市整備局 区画整理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁１月分）
39,594

都市整備局 区画整理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成25年度国土交通大学校派遣研修（専門課程「区画整理」研修）にかかるテキスト代の支出について
18,034

都市整備局 区画整理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成２２年度普通自動車（バン）借入に係る船車賃借料の支出について（長期契約 平成25年度分）
86,940

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用改良地区内の街路灯の電気料金の支出について(１月分）
781

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅２・９･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（１月分）
115,113

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 工事請負費　新規工事費 生野区南部地区整備事業(Ｃ－２地区)生野東住宅第2期建設工事（前払金）の支出について
103,750,000

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 備品購入費　庁用器具費 生野区南部地区整備事業用オフィスシュレッダーの買入経費の支出について
51,450

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度建替促進補助金の支出について（工事監理・共同施設整備分）（２５－２）
2,124,000

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
780

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
9,976

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（１月分）
2,964

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（２月分）
24,418

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅２・９･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（２月分）
92,531

都市整備局 生野南部事務所 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用改良地区内の街路灯の電気料金の支出について(２月分）
1,028

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 淡路駅周辺地区土地区画整理事業用単管パイプ外４点の買入にかかる経費の支出について
293,989

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成25年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（１月分）
24,369

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 権利者との移転協議にかかる管外出張旅費（１月３１日分）の支出について
89,040

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
6,840

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
640

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について
31,900

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について
170,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について
1,097,600

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について
96,100

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について
110,300

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
1,120

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
9,241

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の臨時電灯における電気使用料の支出について（１月分）
11,432

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（１月分）
19,292

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（１月分）
49,404
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都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における明許繰越に係る建築物等移転補償金の支出について（完了払）
38,207,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　建物修繕料 淡路土地区画整理事務所複合施設にかかる受水槽配管補修工事経費の支出について
24,696

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（前金払）
5,596,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における立退補償金の支出について（前半金）
692,950

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等損失補償金の支出について
4,753,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業建築物等移転補償金の支出について（後金払）
47,077,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(後金払)
226,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退移転補償金の支出について(後金払)
83,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について(後金払)
4,836,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について
29,361,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付となる土地の仮清算金の交付について
718,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（１月分）（納付書１通添付）
5,644

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（１月分）（納付書２通添付）
22,473

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度近畿地方整備局管内建設生産システム（監督員級）研修にかかるテキスト代等の支出について
1,362

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度近畿地方整備局管内建設生産システム（監督員級）研修にかかるテキスト代等の支出について
2,230

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
11,352,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移設補償金の支出について（Ｂ３２宅地内撤去・完了払）
34,008

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
14,877

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
80

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（１月分）
2,546

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（１月分）
16,667

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２５年度三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（１月分）
70,162

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移設補償金の支出について（Ｂ１５宅地内撤去）完了払い
380,436

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
99,923

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
184,770

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
217,593

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
587,749

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
1,367,952

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
54,048

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 長吉東部地区内一円防塵舗装工事－５にかかる中間前払金の支出について
8,140,000

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（１月分）の支出について
1,180

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（１月分）の支出について
220

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（１月分）の支出について
900

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部土地区画整理事業地区内の街灯にかかる電気料金（１月分）の支出について
93,190

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 長吉東部土地区画整理事務所機械警備業務委託料の支出について（1月分）
12,285

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区画整理事業用　長吉東部土地区画整理事務所用地使用料の支出について（1月分）
477,609

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業における休耕補償金の支出について
105,600

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業に伴う市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（１月分）の支出について
3,642

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 長吉東部地区ブロック２９整地工事にかかる前払い金の支出について
6,660,000

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その６）
99,262,835

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その１）
116,083,585

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その５）
89,313,467

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その４－１）
99,955,405

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その２）
131,449,904

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その４ー２）
595,585

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その３）
133,405,045

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年02月07日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 阿倍野再開発地区警備業務委託費の完納金の支出について
359,100

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（平成２６年１月分）
1,218
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都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（平成２６年１月分）
12,865

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年02月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　光熱水費 あべのベルタ保留床電気料金の支出について（１月分）
15

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年02月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２５年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（３月分）
498,989

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年02月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（３月分）
154,450

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年02月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　光熱水費 あべのメディックス保留床電気料金の支出について（１月分）
46

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年02月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２５年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（３月分）
1,166,544

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年02月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（３月分）
311,081

都市整備局 建設課 平成26年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用管外出張旅費の支出について（2月4日分）
28,020

都市整備局 建設課 平成26年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原東第4住宅15・16・17号館解体撤去工事　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
866,250

都市整備局 建設課 平成26年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 日之出北住宅3・4号館建設工事敷地地質調査　業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,402,000

都市整備局 建設課 平成26年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 長吉長原東第４住宅３８号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
105,000

都市整備局 建設課 平成26年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 敷津浦第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・後金)
450,000

都市整備局 建設課 平成26年02月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 平野区喜連西三丁目の境界確定協議書締結に伴う印鑑証明書発行手数料の支出について
3,500

都市整備局 建設課 平成26年02月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原西第2住宅3・4・6・7号館解体撤去工事　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,243,200

都市整備局 建設課 平成26年02月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原西第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 茨田大宮住宅1・2・12・13・14・15号館解体撤去工事　設計変更　積算設計委託2にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
115,500

都市整備局 建設課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原東第４住宅３７号館建設工事　第３次設計変更　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
57,750

都市整備局 建設課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 池島住宅１号館（２区）給水衛生設備工事にかかる費用（平成２５年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,430,000

都市整備局 建設課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 池島住宅１号館（１区）給水衛生設備工事にかかる費用（平成２５年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,700,000

都市整備局 建設課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 豊里第２住宅１８号館電気設備工事にかかる費用（平成２５年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,060,000

都市整備局 建設課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
96,600

都市整備局 建設課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 神崎橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 日之出第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
2,400,000

都市整備局 建設課 平成26年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 豊里第２住宅１８号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について（公営住宅建設事業用）
73,080

都市整備局 建設課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 木川第３住宅１号館建設工事　第２次設計変更　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
180,600

都市整備局 建設課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 敷津浦第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・後金)
143,600

都市整備局 建設課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
96,600

都市整備局 建設課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
1,254

都市整備局 建設課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 報償費　報償金 民間活力導入プロジェクト事業提案評価会議に係る報償の支出について
197,410

都市整備局 建設課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
63,912

都市整備局 建設課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
8,247

都市整備局 建設課 平成26年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 西成区北津守一丁目の境界確定協議書締結に伴う印鑑証明書発行手数料の支出について
3,200

都市整備局 建設課 平成26年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 平成26年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 日之出住宅７号館解体撤去工事監理委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,475,900

都市整備局 建設課 平成26年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島東住宅１・２・３・４号館解体撤去工事　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
987,000

都市整備局 建設課 平成26年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原北住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
76,600

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（１月分）
57,698

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 萩之茶屋住宅１号館の共用電気代（１０月～１２月）の支出について
86,758

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 高松住宅１号館の共用電気代（１０月～１２月）の支出について
54,755

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 放出東住宅１号館の共用電気代（１０月～１２月）の支出について
85,966

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について（１月分）（公営住宅建設事業用）
31,500

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 ジアゾ複写機一式借入経費の支出について（住宅部建設課）（公営住宅建設事業用）
3,486

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等借入経費の支出について（１月分）
5,145

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（１月分）（公営住宅建設事業用）
14,700

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（１月分）（公営住宅建設事業用）
26,040

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浅香西住宅１号館建設工事にかかる費用（第５回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
19,720,000

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西三国住宅１号館畳工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,128,100
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都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅１号館電気設備工事にかかる費用（平成２５年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
6,840,000

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 城北住宅５・６・７・８・１０・１１号館解体撤去工事にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
58,531,300

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 南方住宅３号館外壁改修その他工事－２の支出について（第１回中間金）
18,461,795

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 秀野西住宅２～４号館外壁改修その他工事の支出について（完成金）
16,589,500

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 大和田第３住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 秀野西住宅２～４号館外壁改修その他工事の支出について（完成金）
63,400,500

都市整備局 建設課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 南方住宅３号館外壁改修その他工事－２の支出について（第１回中間金）
338,205

都市整備局 建設課 平成26年02月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について(１月分)
1,658

都市整備局 建設課 平成26年02月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分）
3,875

都市整備局 建設課 平成26年02月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について(１月分)
15,753

都市整備局 建設課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分）
200,751

都市整備局 建設課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について(１月分)
26,586

都市整備局 建設課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１月分）南住吉関連ガス料金の支出について
1,086

都市整備局 建設課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原東第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分）
4,325

都市整備局 建設課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分）
1,540

都市整備局 建設課 平成26年02月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 茨田横堤北住宅1号館解体撤去工事監理委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
218,400

都市整備局 建設課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原東第4住宅37号館建設工事　第3次設計変更　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
65,100

都市整備局 建設課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 茨田横堤北住宅1号館解体撤去工事監理委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,389,800

都市整備局 建設課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅１号館建設工事　設計変更　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
196,350

都市整備局 建設課 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 御崎住宅４・５・１０号館耐震改修その他工事監理委託費（第１回中間金）の支出について
1,967,500

都市整備局 建設課 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 豊里第２住宅１８号館建設工事監理委託費（第３回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,591,000

都市整備局 建設課 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 北加賀屋第５住宅１号館耐震改修工事外１件監理委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,237,000

都市整備局 建設課 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 御崎住宅４・５・１０号館耐震改修その他工事監理委託費（第１回中間金）の支出について
698,500

都市整備局 建設課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西三国住宅１号館建設工事　第２次設計変更　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
203,700

都市整備局 建設課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西三国住宅１号館建設工事　第２次設計変更　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
173,250

都市整備局 建設課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）の支出について
2,159,249

都市整備局 建設課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）の支出について
125,551

都市整備局 建設課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（２月分）南住吉関連電気料金の支出について
2,697

都市整備局 建設課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 城北住宅5・6・7・8・10・11号館解体撤去工事監理委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,129,000

都市整備局 建設課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 池島住宅１号館（２区）電気設備工事にかかる費用（平成２５年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,740,000

都市整備局 建設課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 伝法住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,500,000

都市整備局 建設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 茨田横堤北住宅１号館解体撤去工事にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業等用）
5,421,150

都市整備局 建設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他９７件防犯灯電気料金（１月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
110,985

都市整備局 建設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（２月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,574

都市整備局 建設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
86,585

都市整備局 建設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 秀野西住宅２～４号館外壁改修その他工事監理委託費（完成金）の支出について
2,476,800

都市整備局 建設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第４住宅３８号館昇降機設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
12,409,950

都市整備局 建設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 茨田横堤北住宅１号館解体撤去工事にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業等用）
58,728,600

都市整備局 建設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　手数料 都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
5,035

都市整備局 建設課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 秀野西住宅２～４号館外壁改修その他工事監理委託費（完成金）の支出について
1,956,300

都市整備局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　１月分の支出について（請求書１通）
11,904

都市整備局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮住宅電気代　１月分の支出について（請求書１通）
256

都市整備局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第2住宅9号館電気代１月分の支出について（請求書５通）
1,758

都市整備局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃住宅12号館電気代　１月分の支出について（請求書1通）
354

都市整備局 管理課 平成26年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第1住宅電気代　１月分の支出について（請求書１通）
55,697

都市整備局 管理課 平成26年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代１月分の支出について（請求書1通）
2,648

都市整備局 管理課 平成26年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃第２住宅電気代　１月分の支出について（請求書2通）
72,301
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都市整備局 管理課 平成26年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用広田住宅1号館10～12月分電気代の支出について
58,350

都市整備局 管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代１月分の支出について（請求書１通）
41,177

都市整備局 管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館1月分電気代の支出について
68,983

都市整備局 管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田横堤北住宅１号館　電気代　１月分の支出について（請求書５通）
1,443

都市整備局 管理課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟1月分の電気代の支出について
10,233

都市整備局 管理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟1月分の電気代の支出について
37,224

都市整備局 管理課 平成26年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅1月分電気代の支出について
87,482

都市整備局 管理課 平成26年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　１月分の支出について（請求書1通）
6,827

都市整備局 管理課 平成26年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西宮原住宅電気代　１月分の支出について（請求書１通）
7,096

都市整備局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等２件）
252,000

都市整備局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等２件）
150,000

都市整備局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　瑞光住宅３号館電気代　１月分の支出について（請求書1通）
51,947

都市整備局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代１月分の支出について（請求書1通）
31,397

都市整備局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用敷津浦第2住宅1号館10～12月分電気代の支出について
88,779

都市整備局 管理課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用中開住宅1号館10～12月分電気代の支出について
31,741

都市整備局 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長橋第3住宅1号館10～12月分電気代の支出について
93,755

都市整備局 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第5住宅1号棟1月分の電気代の支出について
107,178

都市整備局 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第5住宅2号棟1月分の電気代の支出について
49,830

都市整備局 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用立葉住宅1号館10～12月分電気代の支出について
44,717

都市整備局 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（２月分）
98,700

都市整備局 管理課 平成26年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用西喜連第5住宅1号棟1月分の電気代の支出について
81,400

都市整備局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅電気代　１月分の支出について（請求書１通）
30,393

都市整備局 管理課 平成26年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　１月分の支出について（請求書５通）
23,708

都市整備局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２５年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について　１月分
1,134

都市整備局 管理課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟1月分の電気代の支出について
485

都市整備局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　東淡路住宅電気代１月分の支出について（請求書１通）
25,134

都市整備局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅2・4・6号館電気代　１月分の支出について（請求書１通）
6,122

都市整備局 管理課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅７～１１号館電気代　１月分の支出について（請求書１通）
10,733

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　１月分
40,305

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　２月分
507,686

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　２月分
157,341

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第4住宅37号館（集会所）1月分電気代の支出について
4,873

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用瓜破西住宅1月分電気代の支出について
768

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第4住宅38号館1月分電気代の支出について
86,261

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６～１２号館電気代　１月分の支出について（請求書１通）
18,436

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅電気代　１月分の支出について（請求書５通）
183,880

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用住吉住宅1号館2月分電気代の支出について
6,336

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　１月分の支出について（請求書２通）
29,747

都市整備局 管理課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用平野市町住宅3号館2月分の電気代の支出について
12,506

都市整備局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　1月分
88,327

都市整備局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館2月分電気代の支出について
55,681

都市整備局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センターの修繕積立金の支出について　3月分
71,259

都市整備局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館2月分電気代の支出について
78,571

都市整備局 管理課 平成26年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館2月分電気代の支出について
88,266

都市整備局 管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第３住宅電気代　１月分の支出について（請求書２通）
16,343

都市整備局 管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第3住宅13号棟1月分の電気代の支出について
354

都市整備局 管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代１月分の支出について（請求書１通）
21,820

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２５年度３月送達証明・執行文付与申請用印紙の購入費の支出について
10,650
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都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２６年２月即決和解申立用印紙の購入費の支出について
48,000

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　3月分
267,219

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用北津守第3住宅1号館10～12月分電気代の支出について
72,390

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　新生江住宅　　電気代　１月分の支出について（請求書１通）
16,443

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出北住宅２号館　電気代１月分の支出について（請求書１通）
25,319

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅　電気代　１月分の支出について（請求書２通）
21,736

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　９号館　電気代　１月分の支出について（請求書１通）
29,066

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　８号館　電気代　１月分の支出について（請求書５通）
22,154

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅９～１０号館　電気代１月分の支出について（請求書３通）
6,034

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅　２１号館　電気代１月分の支出について（請求書２通）
73,096

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城第3住宅1号館7～12月分電気代の支出について
42,358

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町住宅10～16号館10～12月分電気代の支出について
1,484

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　１０号館　電気代１月分の支出について（請求書１通）
40,159

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　８号館　電気代　１月分の支出について（請求書１通）
30,330

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅１１号館　電気代　１月分の支出について（請求書１通）
54,275

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　７号館　電気代　１月分の支出について（請求書１通）
8,119

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　９号館　電気代１月分の支出について（請求書１通）
35,441

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　10号館　電気代１月分の支出について（請求書１通）
39,754

都市整備局 管理課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浪速第5住宅3号館1月分電気代の支出について
8,143

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　１月分
2,209

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　１月分
52,865

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について　１月分
72,113

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用住宅管理システムのコンピュータ専用回線使用料の支出について　１月分
388,290

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用大阪市営住宅管理システム運用業務委託料の支出について（第９回目）
10,456,110

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅外灯他1月分の電気代の支出について
5,456

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島中住宅１～２号館、加島住宅14号館　電気１月分の支出について（請求書６通）
32,623

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　飛鳥住宅　５号館　電気代　１月分の支出について（請求書２通）
22,067

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館電気代１月分の支出について（請求書１２通）
6,730

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅１～２号館　電気代１月分の支出について（請求書１通）
13,165

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件1月分電気代の支出について
72,494

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他3件1月分電気代の支出について
81,268

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代１月分の支出について（請求書６通）
8,209

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥西住宅１～２号館　電気代１月分の支出について（請求書２通）
57,582

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥住宅１～４号館　電気代１月分の支出について（請求書５通）
98,913

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅　　電気代１月分の支出について（請求書２通）
6,253

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島第２住宅１・２号館　電気代１月分の支出について（請求書７通）
14,928

都市整備局 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅　４・６～１０号館　電気代１月分の支出について（請求書１７通）
41,273

都市整備局 保全整備課 平成26年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用菅原第2住宅1～4号館外1住宅外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
51,049,950

都市整備局 保全整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その６）費の支出について（第３回中間金）
23,080,000

都市整備局 保全整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１）費の支出について（第３回中間金）
17,440,000

都市整備局 保全整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その３）費の支出について（第３回中間金）
33,060,000

都市整備局 保全整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その５）費の支出について（第３回中間金）
30,330,000

都市整備局 保全整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用柏里第２住宅（７号館）外昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
630,000

都市整備局 保全整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北江口第２住宅（１～５号館）高置水槽取替工事費の支出について（前払金）
11,540,000

都市整備局 保全整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用高殿北住宅1・2号館外1住宅屋上防水改修工事費の支出について（前払金）
8,250,000

都市整備局 保全整備課 平成26年02月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
2,981

都市整備局 保全整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
16,478

都市整備局 保全整備課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　放出東住宅（３号館）排水管改修工事費の支出について（中間前払金）
5,800,000
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都市整備局 保全整備課 平成26年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用加美南住宅1号館鉄部塗装工事費の支出について（完成金）
4,277,950

都市整備局 保全整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　鶴町第２住宅（１号館）外消火器格納箱設置工事費の支出について（完成金）
2,487,450

都市整備局 企画設計課 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 校舎建設用相生中学校回線移転工事費（その２）の支出について
5,250

都市整備局 企画設計課 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 校舎建設用中野中学校回線移転工事費（その２）の支出について
25,200

都市整備局 企画設計課 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 校舎建設用相生中学校回線移転工事費（その１）の支出について
49,350

都市整備局 企画設計課 平成26年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 校舎建設用新栄小学校回線移転工事費の支出について
5,250

都市整備局 企画設計課 平成26年02月04日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか（仮称）城東区複合施設建設工事設計（建築・設備）委託－４費の支出について（完了金）
16,044

都市整備局 企画設計課 平成26年02月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか（仮称）城東区複合施設建設工事設計（建築・設備）委託－４費の支出について（完了金）
12,012

都市整備局 企画設計課 平成26年02月04日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか（仮称）城東区複合施設建設工事設計（建築・設備）委託－４費の支出について（完了金）
1,722

都市整備局 企画設計課 平成26年02月04日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用生江保育所新築工事費の支出について（第１回中間金）
51,280,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用新栄小学校改造その他設備工事監理委託費の支出について（完了金）
596,400

都市整備局 企画設計課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用新栄小学校改造その他機械設備工事費の支出について（完成金）
29,255,100

都市整備局 企画設計課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用三軒家東小学校仮設校舎設置機械設備工事費の支出について（完成金）
4,657,150

都市整備局 企画設計課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用新栄小学校改造その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,010,100

都市整備局 企画設計課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用新栄小学校改造その他電気設備工事費の支出について（完成金）
4,126,500

都市整備局 企画設計課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか（仮称）城東区複合施設建設工事設計（建築・設備）委託－４費の支出について（完了金）
2,772

都市整備局 企画設計課 平成26年02月05日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用大正消防署建設工事実施設計（建築・設備）第４次設計変更設計委託費の支出について（完了金）
520,800

都市整備局 企画設計課 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用ほか島屋小学校増築その他設備工事設計委託費の支出について（完了金）
2,046,450

都市整備局 企画設計課 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用住吉中学校解体撤去工事設計変更設計委託費の支出について（完了金）
214,200

都市整備局 企画設計課 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用住吉中学校解体撤去工事費の支出について（完成金）
42,586,950

都市整備局 企画設計課 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用ほか島屋小学校増築その他設備工事設計委託費の支出について（完了金）
279,300

都市整備局 企画設計課 平成26年02月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用愛珠幼稚園園舎耐震改修その他設備工事設計委託費の支出について（完成金）
1,205,700

都市整備局 企画設計課 平成26年02月06日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用大正消防署建設工事費の支出について（第８回中間金）
6,860,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用中野中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
2,770,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用相生中学校増築その他設備工事設計委託費－４の支出について（完了金）
1,969,800

都市整備局 企画設計課 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用瓜破中学校ゴミ置場設置工事費の支出について（前払金）
1,380,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用豊里第１保育所新築工事設計変更設計委託費の支出について（完了金）
657,300

都市整備局 企画設計課 平成26年02月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用豊里第１保育所新築設備工事監理委託費の支出について（完了金）
2,251,200

都市整備局 企画設計課 平成26年02月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 庁舎整備用ほか消防学校外1件耐震改修設計の耐震診断・基本計画業務委託費の支出について（完了金）
743,400

都市整備局 企画設計課 平成26年02月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用豊里第1保育所新築昇降機設備工事費の支出について（完成金）
6,180,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大黒橋公衆便所解体撤去工事設計委託－２費の支出について（完了金）
286,650

都市整備局 企画設計課 平成26年02月10日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用ほか消防学校外1件耐震改修設計の耐震診断・基本計画業務委託費の支出について（完了金）
13,064,100

都市整備局 企画設計課 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用九条北小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
13,313,550

都市整備局 企画設計課 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用相生中学校仮設校舎設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,436,650

都市整備局 企画設計課 平成26年02月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 建築計画調査事務用平成２５年度第９回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
50,335

都市整備局 企画設計課 平成26年02月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用豊里第１保育所新築電気設備工事費の支出について（完成金）
6,468,900

都市整備局 企画設計課 平成26年02月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用豊里第１保育所新築ガス設備工事費の支出について（完成金）
931,350

都市整備局 企画設計課 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用北巽小学校体育倉庫設置工事費の支出について（前払金）
1,930,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用福島小学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
3,603,400

都市整備局 企画設計課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２５年１２月分）の支出について
4,394

都市整備局 企画設計課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２５年１２月分）の支出について
626

都市整備局 企画設計課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２５年１２月分）の支出について
54

都市整備局 企画設計課 平成26年02月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２５年１２月分）の支出について
1,840

都市整備局 企画設計課 平成26年02月14日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用大正消防署建設昇降機設備工事費の支出について（完成金）
2,568,250

都市整備局 企画設計課 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２５年１２月分）の支出について
324,081

都市整備局 企画設計課 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用相生中学校増築その他工事費の支出について（前払金）
179,070,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター長期借入費の支出について（平成２６年１月分）
26,527

都市整備局 企画設計課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター長期借入費の支出について（平成２６年１月分）
19,358
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都市整備局 企画設計課 平成26年02月18日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事費の支出について（第３回中間金）
42,880,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事費の支出について（第３回中間金）
5,570,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用東淀工業高等学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,386,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用今市中学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
820,050

都市整備局 企画設計課 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用井高野中学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
585,900

都市整備局 企画設計課 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用住吉商業高等学校増築その他工事費の支出について（第２回中間金）
33,540,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用豊里第１保育所新築工事監理委託費の支出について（完了金）
4,750,200

都市整備局 企画設計課 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設費用相生中学校仮設校舎設置電気設備工事費の支出について（完成金）
17,315,400

都市整備局 企画設計課 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用福島小学校冷房設備工事監理委託費の支出について（完了金）
142,800

都市整備局 企画設計課 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用福島小学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
40,950

都市整備局 企画設計課 平成26年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 「高圧受電設備機器選定講習会」にかかる参加費の支出について
13,500

都市整備局 企画設計課 平成26年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 各所施設整備用本庁舎非常用発電機改修工事費の支出について（完成金）
198,877,350

都市整備局 企画設計課 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用城東中学校増築その他工事監理委託費の支出について（第３回中間金）
3,171,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用豊仁小学校第２期増築その他工事監理委託費の支出について（第３回中間金）
2,377,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用緑中学校第２期増築その他工事監理委託費の支出について（第３回中間金）
2,860,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用諏訪小学校増築その他工事監理委託費の支出について（第１回中間金）
3,055,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用三軒家東小学校第２期増築その他工事費の支出について（前払金）
148,760,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用複写機経費（１月分）の支出について
86,432

都市整備局 企画設計課 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用中野中学校増築その他工事監理委託費の支出について（第２回中間金）
1,985,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用光陽特別支援学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
20,464,850

都市整備局 企画設計課 平成26年02月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用豊里第１保育所新築工事費に支出について（完成金）
72,813,950

都市整備局 企画設計課 平成26年02月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用豊里第1保育所新築機械設備工事費の支出について（完成金）
18,729,350

都市整備局 企画設計課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用ほか大阪城公園売店（豊城園）・写真館解体撤去工事外１件監理委託費の支出について（完了金）
2,163,000

都市整備局 企画設計課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用相生中学校仮設校舎設置工事費の支出について（完成金）
116,342,100

都市整備局 企画設計課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 公園事業用ほか大阪城公園売店（豊城園）・写真館解体撤去工事外１件監理委託費の支出について（完了金）
743,400

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　手数料 住宅総務事業用平成25年度絶縁用保護具・防具の耐電圧性能検査業務委託費の支出について（完了金）
129,150

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の受講料の支出について
14,000

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 建築計画調査事務用ＪＦＭＡ　ＦＯＲＵＭ２０１４（第８回日本ファシリティマネジメント大会）の参加並びに旅費の支出について
72,600

都市整備局 施設整備課 平成26年02月03日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 新家保育所各所改修工事費の支出について(第１回工事前払金)
1,230,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月03日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 中本保育所各所改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
460,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月04日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 田辺東保育所各所改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
800,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 工事請負費　改修工事費 自然史博物館外壁改修その他工事費の支出について（第1回工事前払金）
4,060,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 鶴橋小学校理科室改造その他機械設備工事費の支出について（完成金）
3,109,650

都市整備局 施設整備課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 鶴橋小学校理科室改造その他工事費の支出について（完成金）
13,865,250

都市整備局 施設整備課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 此花中学校消火管改修工事費の支出について（完成金）
1,311,450

都市整備局 施設整備課 平成26年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 聖賢小学校便所ブース改修工事費の支出について（完成金）
1,779,950

都市整備局 施設整備課 平成26年02月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課執務室電話使用料の支出について（ファックス1月分）
4,639

都市整備局 施設整備課 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 都島工業高等学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（第１回前払金）
3,260,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大正東中学校体育館床塗装工事費の支出について（完成金）
2,517,900

都市整備局 施設整備課 平成26年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 小松小学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,559,250

都市整備局 施設整備課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 工事請負費　改修工事費 インテックス大阪各所改修工事費の支出について（第１回工事前払金）
17,600,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 扇町総合高等学校耐震改修その他工事費の支出について（第2回中間前払金）
15,370,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 常盤小学校分校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,566,600

都市整備局 施設整備課 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 玉出中学校外柵改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
710,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西淀中学校給水管改修工事費の支出について（完成金）
624,750

都市整備局 施設整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 浪速第１保育所各所改修工事費の支出について（第１回　工事前払金）
8,380,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 工事請負費　改修工事費 インテックス大阪照明制御装置改修工事費の支出について（完成金）
26,250,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美東小学校便所改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
1,800,000
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都市整備局 施設整備課 平成26年02月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 信太山青少年野外活動センター防水改修工事費の支出について（完成金）
1,083,600

都市整備局 施設整備課 平成26年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 姫島小学校外２校受変電設備改修工事費の支出について（第１回工事前払金）
790,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務（相談・設計等業務）委託（その２）にかかる支出について（第４四半期分）
7,730,940

都市整備局 施設整備課 平成26年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 福島区役所熱源機器整備工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
207,060

都市整備局 施設整備課 平成26年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 市民局郵送事務処理センター（本庁舎１階）間仕切改修工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
234,675

都市整備局 施設整備課 平成26年02月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 新家保育所外各所改修工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
2,016,525

都市整備局 施設整備課 平成26年02月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 遠里小野小学校プールスロープ設置その他工事費の支出について（第1回工事前払金）
50,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校電気室改修）（北エリア）委託費の支出について（設計）
2,066,715

都市整備局 施設整備課 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 電気設備工事（北エリア）委託費の支出について（設計）
548,205

都市整備局 施設整備課 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（北エリア）【設計】委託費の支出について
8,824,620

都市整備局 施設整備課 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 遠里小野小学校プールスロープ設置その他工事費の支出について（第1回工事前払金）
2,240,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 真住中学校受変電設備改修工事費の支出について（第１回工事前払金）
560,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（１２月分）の支出について
9,199

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区役所太陽光発電設置基本調査委託（西エリア）【設計】委託費の支出について
1,550,745

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 大正区役所・区民ホール熱源機器整備工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
636,300

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 浪速区民センター建具改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
239,190

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 此花区民ホール建具改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
272,790

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 公文書館空調設備修繕工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
232,680

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 西区老人福祉センター屋外非常階段取替工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
164,745

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 委託料　委託料 救護施設港晴寮高圧ケーブル改修その他工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
242,025

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 西区子ども・子育てプラザ屋外非常階段取替工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
149,100

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 安立保育所外各所改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
1,462,965

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 浪速第１保育所屋上防水改修その他工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
1,046,535

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 中部環境事業センター出張所防垂壁改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
227,955

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 浪速購買施設各所改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
307,335

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（１２月分）の支出について
38,175

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立千島体育館自動火災報知設備改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
181,230

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 南港中央野球場空調設備改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
255,045

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 湊町リバープレイス空調設備整備工事ＡＣ－５－１Ｗ他（西エリア）【設計】委託費の支出について
259,770

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 湊町リバープレイス吸収式冷温水発生機改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
181,230

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（便所照明改修）（西エリア）【設計】委託費の支出について
299,880

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 特別支援学級教室改造工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
870,555

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校電気室改修）（西エリア）【設計】委託費の支出について
907,095

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南港北中学校構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
771,750

都市整備局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市岡小学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
2,212,350

都市整備局 施設整備課 平成26年02月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 北さくら園屋上防水改修工事費の支出について（第１回工事前払金）
3,190,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 加美第３保育所各所改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
3,670,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 みどり小学校体育館床塗装工事費の支出について（完成金）
1,395,750

都市整備局 施設整備課 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 友渕小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
5,934,600

都市整備局 施設整備課 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 巽南小学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,925,700

都市整備局 施設整備課 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 友渕小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について(完成金）
327,600

都市整備局 施設整備課 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 夕陽丘中学校普通教室改造機械設備工事費の支出について（第１回工事前払金）
1,490,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南港緑小学校照明改修電気設備工事費の支出について（完成金）
429,450

都市整備局 施設整備課 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 山之内小学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
2,358,300

都市整備局 施設整備課 平成26年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連小学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,787,100

都市整備局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
81

都市整備局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
4,532

都市整備局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
15,605



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

都市整備局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
3,357

都市整備局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
14,432

都市整備局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
4,724

都市整備局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東小路小学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,348,200

都市整備局 施設整備課 平成26年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野南小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
8,800,050

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
8,925

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 榎並小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
91,245

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 萩之茶屋小学校外22施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
73,080

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
148,785

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 営繕事務用等懐中電灯（大）外１７点の買入（その２）費用の支出について
86,604

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
23,625

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕事務用等懐中電灯（大）外１７点の買入（その２）費用の支出について
75,915

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 萩之茶屋小学校外22施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,053,170

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,158,780

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,580,585

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,063,860

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 萩之茶屋小学校外22施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,150,800

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
466,200

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
383,040

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 本庁舎各所改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
2,630,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園は虫類生態館熱源機器整備工事費の支出について（完成金）
4,509,750

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 美津島中学校外２校受変電設備改修工事費の支出について（第１回工事前払金）
590,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 聴覚特別支援学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
2,070,600

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 出来島小学校照明改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,416,450

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 依羅小学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
2,919,840

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破東小学校便所照明改修その他電気設備工事（完成金）
871,500

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大桐中学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
519,750

都市整備局 施設整備課 平成26年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 依羅小学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
3,351,810

都市整備局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用阿倍野再開発事務所警備業務委託の支出について（１月分）
12,390

都市整備局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 西区民センター各所改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
38,850

都市整備局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 西区民センター各所改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,235,850

都市整備局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（西エリア）【設計】委託費の支出について
9,536,310

都市整備局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 電気設備改修工事（西エリア）委託費の支出について（設計）
387,765

都市整備局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 春日出中学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
477,750

都市整備局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 淀川小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
3,559,900

都市整備局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 九条北小学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,163,400

都市整備局 施設整備課 平成26年02月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大桐中学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
3,979,200

都市整備局 施設整備課 平成26年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 都市整備局企画部長室間仕切改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
438,375

都市整備局 施設整備課 平成26年02月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 茨田第２保育所保育室天井改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
485,100

都市整備局 施設整備課 平成26年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 城東スポーツセンター熱源機器整備工事費の支出について（完成金）
5,565,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 東住吉スポーツセンター外壁改修工事費の支出について（完成払）
2,921,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（給水設備一系統改修）【工事調整】委託費の支出について
623,490

都市整備局 施設整備課 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（給水一系統改修）（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
462,945

都市整備局 施設整備課 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（給水一系統改修）（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
89,355

都市整備局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課執務室水道使用料の支出について（平成26年1月分）
1,574

都市整備局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成２６年１月分）
10,158

都市整備局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成２６年１月分）
47,400

都市整備局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 西区民センター各所改修機械設備工事費の支出について（完成金）
1,116,150
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都市整備局 施設整備課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 建築改修工事監理指針（平成２５年版）講習会への参加に伴う受講料等の支出について
8,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 建築改修工事監理指針（平成２５年版）講習会への参加に伴う受講料等の支出について
13,000

都市整備局 施設整備課 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 白鷺中学校体育館床塗装工事費の支出について（完成払）
3,132,150

都市整備局 施設整備課 平成26年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大和田小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
4,705,100

都市整備局 施設整備課 平成26年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２５年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（３月分）
533,168

都市整備局 施設整備課 平成26年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２５年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（３月分）
143,758

都市整備局 施設整備課 平成26年02月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 日東幼稚園各所改修工事費の支出について（完成金）
2,324,700

都市整備局 施設整備課 平成26年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大和田小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
422,100

都市整備局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課執務室電気使用料の支出について（平成26年1月分）
97,190

都市整備局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課執務室電話使用料の支出について（2月分）
48,699

都市整備局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 西区役所電気設備改修工事費の支出について（完成金）
1,039,500

都市整備局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　改修工事費 浪速購買施設誘導灯改修工事費の支出について（完成金）
97,650

都市整備局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 鶴橋小学校理科室改造その他ガス設備工事費の支出について(完成金）
697,200

都市整備局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美南部小学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,381,800

都市整備局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 淀川小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
414,750

都市整備局 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１２月分）
6,804

都市整備局 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１２月分）
13,608

都市整備局 総務課 平成26年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１２月分）
20,412

都市整備局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 平成25年度都市整備局交渉力向上講座にかかる講師謝礼の支出について
23,260

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,096

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 現行日本法規追録第10256号～第10291号他2点の買入にかかる経費の支出ついて
46,144

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
411

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,050

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
20,000

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,500

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
410

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,580

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
240

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,970

都市整備局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
80

都市整備局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２５年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出について（平成26年2月分）
284,776

都市整備局 総務課 平成26年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２５年度大阪駅前第１ビル倉庫修繕積立金費の支出について（平成26年2月分）
151,076

都市整備局 総務課 平成26年02月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 建設業関係法規集追録第1145号～第1149号の買入にかかる消耗品費の支出について
13,096

都市整備局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（１月発注分）
40,069

都市整備局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（１月発注分）
125,123

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるプリンタの長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
12,349

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
137,225

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（１月分）
6,532

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
15,404

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
97,943

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（１月分）
126,361

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ長期借入（審査担当他）にかかる経費の支出について（１月分）
5,670

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入の経費の支出について（１月分）
29,474

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（１月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（１月分）
312,185

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ長期借入（審査担当他）にかかる経費の支出について（１月分）
5,670

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
20,538

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（１月分）
9,800
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都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,134

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
51,462

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるプリンタの長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
1,018

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（１月分）
27,874

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入視覚障害対応庁内情報利用パソコンの長期借入の経費の支出について（１月分）
7,539

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（１月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
45,741

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
16,050

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,134

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入の経費の支出について（１月分）
9,824

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（１月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
4,980

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（１月分）
1,858

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるプリンタの長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
1,018

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,617

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
6,640

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（１月分）
1,858

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（１月分）
3,716

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（１月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
12,037

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
4,980

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（１月分）
46,456

都市整備局 総務課 平成26年02月26日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 公課費　公課費 平成25年度市街地再開発事業会計に係る消費税等の中間申告の納付について
8,973,300

都市整備局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２５年度都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（26年1月分）
98,743

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（１月分）
40,874

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（１月分）
71,941

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金1月分の支出について
4,810

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 住宅総務事務用大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２６年１月分）
1,445,173

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金1月分の支出について
223,270

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金1月分の支出について
32,370

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（１月分）
10,625

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金1月分の支出について
4,290

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金1月分の支出について
5,280

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金1月分の支出について
860

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金1月分の支出について
32,220

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金1月分の支出について
800

都市整備局 総務課 平成26年02月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金1月分の支出について
1,670

政策企画室 秘書担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行東京都出張旅費の支出について（平成26年1月24日）
37,380

政策企画室 秘書担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 特別職用　名刺の印刷に係る経費の支出について
7,339

政策企画室 秘書担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー用紙（Ｂ５）購入経費の支出について
15,225

政策企画室 秘書担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方自治関係実例判例集の購入経費の支出について
16,500

政策企画室 秘書担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（１１月分）
142,674

政策企画室 秘書担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（12月分）
11,068

政策企画室 秘書担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（１２月分）
184,212

政策企画室 秘書担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年大阪新年互礼会開催用　分担金の支出について
1,450,585

政策企画室 秘書担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（１２月分）
31,148

政策企画室 秘書担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（１２月分）
35,700

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
1,230
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政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（１月分）
4,998

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（１月分）
2,080

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（１月分）
6,151

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
2,074

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
31,103

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
12,303

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　建物修繕料 建物管理用　大阪市公館ラウンジ扉戸当たり改修費の支出について
21,367

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
1,210

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
500

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
2,940

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市公館庭園等清掃、除草、潅水等業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
241,920

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（１月分）
8,330

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（１月分）
18,326

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（１月分）
23,874

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
2,074

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（１月分）
6,239

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（１月分）
18,717

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（１台）借入（再リース）契約の締結について（１月分）
215

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（１月分）
25,837

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（１月分）
5,618

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 自動車運行管理用　自動車リース代（プリウス１台）の支出について（１月分）
49,980

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 自動車運行管理用　自動車リース代（プリウス２台）の支出について（１月分）
92,190

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 自動車運行管理用　自動車リース代（アルファード）の支出について（１月分）
58,800

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
240

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
4,780

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
62,206

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
15,994

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
43,544

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
3,691

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
4,147

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（１月分）
15,995

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（１月分）
18,717

政策企画室 秘書担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（１月分）
11,662

政策企画室 秘書担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市公館庭園等清掃、除草、潅水等業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
241,920

政策企画室 秘書担当 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 備品購入費　庁用器具費 一般業務用　シュレッダーの買入経費の支出について
367,500

政策企画室 秘書担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）借入経費の支出について（１月分）
294

政策企画室 秘書担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）借入経費の支出について（１月分）
1,722

政策企画室 秘書担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（１月分）
32,841

政策企画室 秘書担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　自動車運行管理業務委託料の支出について（１月分）
1,113,000

政策企画室 秘書担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年１月分）
93,411

政策企画室 秘書担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年１月分）
29,420

政策企画室 秘書担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 秘書担当業務用　浄水器用カートリッジの購入に係る経費の支出について
18,375

政策企画室 秘書担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報ネットワーク通信サービス利用にかかる経費の支出について（１月分）
6,804

政策企画室 秘書担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　外線電話転送サービスに係る携帯電話使用料の支出について（１月分）
2,324

政策企画室 政策企画担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成２５年１２月分）
28,435

政策企画室 政策企画担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　書籍の購入について
14,700

政策企画室 政策企画担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 行政分野におけるICT活用についてのヒアリングに係る出張旅費の支出について
32,860

政策企画室 政策企画担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年１月入金分）
3,680
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政策企画室 政策企画担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年１月入金分）
10,810

政策企画室 政策企画担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと納税インターネットクレジット納付システム運営利用料の支出について（平成２６年１月分）
1,050

政策企画室 政策企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（ＩＣＴ活用に関する市長報告）の報酬等の支出について
34,920

政策企画室 政策企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別参与（ＩＣＴ活用に関する市長報告）の報酬等の支出について
50,880

政策企画室 政策企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
20,115

政策企画室 政策企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 行政分野におけるＩＣＴ活用についてのヒアリングに係る管外出張旅費の支出について
29,570

政策企画室 政策調査担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 「近現代史を学ぶ施設（仮称）基本構想策定支援および関連業務」公募型プロポーザル業者選定にかかる報償金の支出について
158,000

政策企画室 政策調査担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 近現代史を学ぶ施設に向けた特別顧問及び特別参与との打合せに係る出張について
55,620

政策企画室 政策調査担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 第6回大阪府市規制改革会議の事前調整にかかる管外出張旅費の支出について
28,620

政策企画室 政策調査担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市規制改革会議にかかる経費（7～9月分）の支出について
232,207

政策企画室 政策調査担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 大阪府市規制改革会議にかかる経費（7～9月分）の支出について
153,225

政策企画室 政策調査担当 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 大阪府市規制改革会議にかかる経費（7～9月分）の支出について
1,029

政策企画室 政策調査担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（近現代史施設構想関係）の報酬等の支出について（平成26年1月分）
34,920

政策企画室 政策調査担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別参与（近現代史施設構想関係）の報酬等の支出について（平成26年1月分）
16,460

政策企画室 政策調査担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 近現代史を学ぶ施設に向けた特別顧問及び特別参与との打合せに係る出張について
55,620

政策企画室 広報担当 平成26年02月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　消耗品費 広報業務用消耗品「データチェッカー補充用インキ　他16点」の購入にかかる経費の支出について
47,972

政策企画室 広報担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（１月分）
12,600

政策企画室 広報担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 平成25年12月分政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
15,345

政策企画室 広報担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成25年5月～平成26年4月号）概算印刷実施に係る経費の支出について（2月号）
306,780

政策企画室 広報担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au１月分）の支出について
2,196

政策企画室 広報担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 政策企画室広報担当用　業務用回線料の支払いについて（第４四半期分）
13,440

政策企画室 広報担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務の実施に係る経費の支出について（2月号）
556,500

政策企画室 広報担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ翻訳業務にかかる経費の支出について（1月分）
132,284

政策企画室 広報担当 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 市政広報物デジタルブック化作成システムの導入および運用委託業務実施に係る経費の支出について（1月分）
24,537

政策企画室 広報担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成26年1月分コピー代金の支出について
52,077

政策企画室 広報担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク1月分）の支出について
7,007

政策企画室 広報担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（1月分）
28,350

政策企画室 広報担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（ＮＴＴ）及びインターネットプロバイダー利用料の支出について（1月分）
7,791

政策企画室 報道担当 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（１２月分）にかかる経費の支出について
23,047

政策企画室 報道担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（1月分）
2,227

政策企画室 報道担当 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（12月分）
820

政策企画室 報道担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務委託にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
63,000

政策企画室 報道担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 報道事務用　新聞記事のクリッピング業務委託の実施にかかる経費の支出について（平成26年1月実施分）
207,900

政策企画室 報道担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入の実施及び同経費の支出について（平成26年1月分）
24,507

政策企画室 報道担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
7,430

政策企画室 報道担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（12月分So-net及び1月分NTT回線利用料）
6,153

政策企画室 広聴担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　消耗品費 一般事務費　コピー代金の支出について（１２月分）
9,610

政策企画室 広聴担当 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務費　コピー代金の支出について（１２月分）
11,746

政策企画室 広聴担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
1,870

政策企画室 広聴担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　消耗品費 一般事務費　コピー代金の支出について（１月分）
15,511

政策企画室 広聴担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務費　コピー代金の支出について（１月分）
18,960

政策企画室 広聴担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（１月利用分）
136,111

政策企画室 広聴担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（1月分）
19,950

政策企画室 広聴担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター構築及び運営業務に係る経費の支出について（平成26年1月分）
12,396,300

政策企画室 広聴担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 「市民の声データベース」用機器一式の賃借経費の支出について（1月分）
131,145

政策企画室 東京事務所 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
28,500

政策企画室 東京事務所 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出ついて
28,500

政策企画室 東京事務所 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用事務用品（デジタルカメラ）購入経費の支出について
34,800
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政策企画室 東京事務所 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度東京事務所公舎用賃料の支出（３月分）について
845,000

政策企画室 東京事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張交通旅費（１月分）の支出について
7,060

政策企画室 東京事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）に係る経費の支出について
28,820

政策企画室 東京事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用事務用品（リサイクルコピーペーパーＡ３他１６点）購入経費の支出について
77,428

政策企画室 東京事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機による複写（白黒）の単価契約にかかる支出（１月分）について
36,958

政策企画室 東京事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度パソコン機器等賃貸借契約にかかる経費の支出（１月分）について（８台分）
13,076

政策企画室 東京事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２５年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出（１月分）について
2,798

政策企画室 東京事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度ファクシミリ賃貸借契約にかかる経費の支出（１月分）について
8,190

政策企画室 東京事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費の支出（１月分）について
13,209

政策企画室 東京事務所 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　船車賃借料 東京事務所事務用四輪自動車レンタル経費（１月分）の支出について
7,035

健康局 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１０・１１月分）の支出について
36,660

健康局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コネクタ外２点買入経費の支出について
10,038

健康局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式の借入及び同経費の支出について（平成26年1月分）
4,250

健康局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式の借入及び同経費の支出について（平成26年1月分）
273,019

健康局 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成25年度視覚障害者用パソコン等機器長期借入（1月分）の支出について
37,695

健康局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用テープのり外３点　買入経費の支出について
9,975

健康局 総務課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成25年度複写電送装置(ファックス機) 長期借入（1月分）の支出について
7,875

健康局 総務課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度　一般事務用コピー代金の支出について（１月分）
132,575

健康局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報償費　賞賜金 表彰事務用図書カード買入にかかる経費の支出について
50,000

健康局 経理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
625

健康局 経理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２５年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について(１月分)
57,330

健康局 経理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
502,260

健康局 健康施策課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 研究費用 医学共同調査用図書の購入費の支出について
64,832

健康局 健康施策課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 備品購入費　図書購入費 研究費用 医学共同調査用図書の購入費の支出について
19,215

健康局 健康施策課 平成26年02月04日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 備品整備事業用　自動現像機移設業務実施にかかる経費支出について
945,000

健康局 健康施策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（12月分）
35,600

健康局 健康施策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（12月分）
460

健康局 健康施策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 健診事業用　サーベイメータ（放射線量測定器）の校正にかかる経費の支出について
67,200

健康局 健康施策課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（都島区）
251,748

健康局 健康施策課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（大正区）
22,470

健康局 健康施策課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用　エックス線直接撮影装置の修理経費の支出について（東淀川区）
80,850

健康局 健康施策課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（住之江区）
122,010

健康局 健康施策課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市急病診療業務委託経費の支出について（第３回）
15,792,000

健康局 健康施策課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 大阪市多職種人材育成研修にかかる講師謝礼金の支出について
36,060

健康局 健康施策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 エックス線直接撮影用フィルム等（富士フイルム社製）の買入にかかる支出について（第１１～１２回分納）
384,358

健康局 健康施策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 地域保健事業用　エックス線直接撮影用オルソタイプ増感紙の買入にかかる支出について
525,000

健康局 健康施策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　機械器具費 各種地域保健事業用　乳児用体重計の買入経費の支出について
79,800

健康局 健康施策課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　本市健康関連施策の説明にかかる出張旅費の支出について
28,000

健康局 健康施策課 平成26年02月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 エックス線撮影装置廃棄準備業務の実施及び同所要経費の支出について（大正区、天王寺区、平野区、西成区）
1,722,000

健康局 健康施策課 平成26年02月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 エックス線撮影装置廃棄準備業務の実施及び同所要経費の支出について（旭区、矢田出張所保健分室）
640,500

健康局 健康施策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（１月分）
2,660

健康局 健康施策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　「見せる公衆衛生看護技術」購入にかかる経費の支出について
1,400

健康局 健康施策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（１月分）
400

健康局 健康施策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 十三休日急病診療所不動産賃借料の支出について（平成26年1月分）
135,000

健康局 健康づくり課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用「臨床栄養」外１点買入にかかる経費の支出について
2,016

健康局 健康づくり課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診用公金収納領収書外５件の印刷経費の支出について
63,687

健康局 健康づくり課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成２５年度都道府県・政令指定都市食育推進主管課長会議参加にかかる経費の支出について
28,020

健康局 健康づくり課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（１２月分）
179,896
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健康局 健康づくり課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康手帳交付事業用すこやか手帳（健康手帳）印刷にかかる経費の支出について
882,604

健康局 健康づくり課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（１月分）の支出について
2,950,636

健康局 健康づくり課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（１月分）の支出について
600,600

健康局 健康づくり課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（１月分）の支出について
340,200

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 訪問指導事業用「塩分早わかり　第３版」買入にかかる経費の支出について
13,230

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
87,830

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
46,801

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
34,280

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
3,744

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
184,222

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
8,786

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
161,400

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
72,696

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
46,292

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
111,066

健康局 健康づくり課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成25年12・1月分）
6,955

健康局 健康づくり課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 乳がん検診事業用　保育ボランティア利用に係る報償金の支出について（１月２０日生野区）
1,600

健康局 健康づくり課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２５年１１月分）
40,358

健康局 健康づくり課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診車（パンジー１号）車載ディーゼルエンジン発電機定期点検経費の支出について
63,682

健康局 健康づくり課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６月１月分）
3,361

健康局 健康づくり課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６月１月分）
6,705

健康局 健康づくり課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６月１月分）
7,259

健康局 健康づくり課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康増進事業研修会（中堅期）にかかる講師料の支出について
20,020

健康局 健康づくり課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集追録２２５・２２６号買入にかかる経費の支出について
9,100

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 全国健康関係主管課長会議への出張経費の支出について
28,420

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成２５年度森永ミルク中毒事件全国担当係長会議への出張経費の支出について
28,020

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１２月分）の支出について
350,595

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１２月分）の支出について
2,354,920

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１２月分）の支出について
6,239,673

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１２月分）の支出について
19,970,120

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１２月分）の支出について
197,194

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１２月分）の支出について
6,349,644

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１２月分）の支出について
9,061,417

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１２月分）の支出について
12,484,388

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１２月分）の支出について
7,860,463

健康局 健康づくり課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１２月分）の支出について
15,567,752

健康局 健康づくり課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２５年度　乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託経費の支出について（平成２６年１月分）
140,700

健康局 健康づくり課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（１１月分）
3,059,532

健康局 健康づくり課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（１１月分）
4,458,984

健康局 健康づくり課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（１１月分）
3,097,542

健康局 健康づくり課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 乳がん検診事業用　平成２６年１月分雇上医師報償金の支出について
371,938

健康局 健康づくり課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 乳がん検診事業用　平成２６年１月分雇上医師報償金の支出について
234,812

健康局 健康づくり課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（１月分）
118,215

健康局 健康づくり課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（１月分）
355

健康局 健康づくり課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（平成２６年１月分）
9,670

健康局 健康づくり課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１月分）
3,000

健康局 健康づくり課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１月分）
400

健康局 生活衛生課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防事業用「なにわ800さ886」の法定１２か月点検追加整備にかかる経費の支出について
27,877
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健康局 生活衛生課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防事業用「なにわ100さ3908」の法定１２か月点検にかかる経費の支出について
13,650

健康局 生活衛生課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ88す6179」の法定１２か月点検追加整備にかかる経費の支出について
30,460

健康局 生活衛生課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成25年度　都道府県・指定都市・中核市動物愛護管理行政実務担当者会議（２月４日）及び狂犬病予防業務担当者会議（２月５日）の出席について
37,320

健康局 生活衛生課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 ビル衛生管理事業用「特定建築物の衛生管理に関する講習会のご案内」はがき　印刷経費の支出について
19,173

健康局 生活衛生課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 業務参考用　ビル衛生管理関係実務便覧（１３９－１４０号）の買入経費の支出について（環境衛生監視課分）
3,940

健康局 生活衛生課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入経費の支出について（12月27日納期分）
8,347

健康局 生活衛生課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 動物愛護管理事業用　電話回線使用料の支出について（動物愛護相談室　平成２５年１２月分）
13,580

健康局 生活衛生課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 ＨＡＣＣＰ導入推進に関する講習会の出席及び同経費の支出について
28,420

健康局 生活衛生課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２５年１１月分）
68,129

健康局 生活衛生課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２５年１２月分）
17,987

健康局 生活衛生課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２５年１２月分）
4,439

健康局 生活衛生課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用除菌消臭剤の買入経費の支出について
11,340

健康局 生活衛生課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２５年１２月分）
16,505

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 平成２５年度医薬品の適正な使用に関する普及啓発事業の講師報償金の支出について（平成２６年１月２３日開催分）
8,600

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（１月分）
1,343

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用掃除機外１８点の買入経費の支出について
51,870

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用ペーパータオルの買入経費の支出について
30,870

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用掃除機外１８点の買入経費の支出について
21,955

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（１月分）
3,593

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用無水エタノールの買入経費の支出について
336

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（１月分）
1,411

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用掃除機外１８点の買入経費の支出について
30,555

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 食品衛生事業用　大阪市食品衛生監視指導計画案概要版外1点 印刷経費の支出について
152,166

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　産業廃棄物収集・運搬及び処分業務にかかる経費の支出について（１１月分）
18,228

健康局 生活衛生課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用　放射性物質簡易検査機器保守点検業務委託料の支出について
1,302,000

健康局 生活衛生課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２５年１２月分）
29,802

健康局 生活衛生課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（１２月分）
27,216

健康局 生活衛生課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用冷凍ストッカー用内棚の買入経費の支出について
6,615

健康局 生活衛生課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用　ミディ水和剤　買入経費の支出について
469,350

健康局 生活衛生課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 生活衛生関係業務用　備品廃棄の実施に伴う、フロン回収行程完了票の購入代金及び家電リサイクル料の支出について
500

健康局 生活衛生課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 生活衛生関係業務用　備品廃棄の実施に伴う、フロン回収行程完了票の購入代金及び家電リサイクル料の支出について
5,830

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用　「畜産の研究」（平成２６年２月号）買入経費の支出について
1,777

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　日本農林規格品質表示基準・食品編追録外２点の買入に係る経費の支出について（１１月納品分）
20,601

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用木材外１点の買入経費の支出について
20,874

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用「わかりやすい医薬品等取扱法規の手引き」の買入経費の支出について
8,450

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２５年１２月分）
30,459

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２５年１２月分）
18,800

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 動物愛護管理事業用猫用総合栄養食の買入経費の支出について
17,430

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１２月分）
9,746

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１２月分）
64,094

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１２月分）
4,135

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１２月分）
7,186

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこ避妊・去勢手術の実施にかかる経費の支出について（平成２５年度第３四半期分　契約番号２５０００５２‐３）
8,000

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこ適正管理推進事業　所有者不明ねこ避妊・去勢手術の実施にかかる経費の支出について（平成２５年度第３四半期分　契約番号２５０００５２‐２）
54,000

健康局 生活衛生課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 小規模給水施設啓発指導事業用　酸素・毒ガス検知警報機校正業務委託の実施経費の支出について
118,755

健康局 生活衛生課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 「動物の適正譲渡講習会」及び「動物の適正飼養講習会」の出席及び同経費の支出について（平成２６年２月１９･２０日開催分）
50,060

健康局 生活衛生課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　食品衛生関係法規集追録の買入に係る経費の支出について（１２月納品分）
37,800

健康局 生活衛生課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 食品衛生事業用　「食中毒を防ぐには」テキスト外１点の印刷にかかる経費の支出について
46,410
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健康局 生活衛生課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 食品衛生事業用　「食中毒を防ぐには」テキスト外１点の印刷にかかる経費の支出について
73,080

健康局 生活衛生課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年１２月、東部生活衛生監視事務所外２件分）
4,297

健康局 生活衛生課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年１２月分）
49,327

健康局 生活衛生課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年１２月分）
3,253

健康局 生活衛生課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年１２月分）
3,346

健康局 生活衛生課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年１２月分）
2,550

健康局 生活衛生課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年１２月、東部生活衛生監視事務所外２件分）
3,688

健康局 生活衛生課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　「特定建築物の衛生管理にかかる講習会」の実施にかかる会場使用料の支出について
61,900

健康局 生活衛生課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第４８回ペストコントロールフォーラム（平成２５年度ねずみ・衛生害虫駆除技術研究協議会）の出席経費（旅費）の支出について
34,900

健康局 生活衛生課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用密閉クリップ外１点の買入経費の支出について
21,504

健康局 生活衛生課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 第４８回ペストコントロールフォーラム（平成２５年度ねずみ・衛生害虫駆除技術研究協議会）への出席にかかる資料代の支出について
2,000

健康局 生活衛生課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用シリコンブレードホース外２点の買入経費の支出について
4,725

健康局 生活衛生課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ステンレスカゴ外1点の買入経費の支出について
6,510

健康局 生活衛生課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ステンレスカゴ外1点の買入経費の支出について
54,180

健康局 生活衛生課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用シリコンブレードホース外２点の買入経費の支出について
16,821

健康局 生活衛生課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防事業用「なにわ100さ3908」の法定１２か月点検追加整備にかかる経費の支出について
29,221

健康局 生活衛生課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食品衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２６年１月分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬務事務事業用　薬務台帳システム用機器長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
13,356

健康局 生活衛生課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　チャック付ポリ袋外１点買入経費の支出について（１月納品分）
30,492

健康局 生活衛生課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　チャック付ポリ袋の買入経費の支出について（１月納品分）
336

健康局 生活衛生課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用酢酸エチル外７点の買入経費の支出について（2月10日納期分）
7,728

健康局 生活衛生課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用酢酸エチル外７点の買入経費の支出について（2月10日納期分）
57,729

健康局 生活衛生課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこ避妊・去勢手術の実施にかかる経費の支出について（平成２５年度第３四半期分　契約番号２５０００５２‐７）
82,000

健康局 生活衛生課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 特定建築物等規制指導事業用デジタル粉じん計の法定点検業務委託実施経費の支出について
76,044

健康局 生活衛生課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　産業廃棄物収集・運搬及び処分業務にかかる経費の支出について（１月分）
27,720

健康局 生活衛生課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施にかかる経費の支出について（１月分）
116,495

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 監視事務所監視運営用　複写電送装置５台の長期借入（長期継続契約）経費の支出について（平成２６年１月分）
30,030

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用混合ガス（圧縮）外１点の買入経費の支出について（2月10日納期分）
34,650

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用1mol/L硫酸外11点の買入経費の支出について
54,443

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健衛生検査所１月１５日分）の支出について
158

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防等事業用液化炭酸ガスの買入経費の支出について（2月3日納期分）
6,300

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用フロートチューブ外１点の買入経費の支出について
24,150

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用フロートチューブ外１点の買入経費の支出について
23,100

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ｍＥＣ培地の買入経費の支出について
4,095

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用1mol/L硫酸外11点の買入経費の支出について
16,222

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用混合ガス（圧縮）外１点の買入経費の支出について（2月10日納期分）
4,200

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用スライド染色用バットの買入経費の支出について
2,310

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用窒素ガス（圧縮）の買入経費の支出について（2月10日納期分）
4,200

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　水道六法（２６２号―２６３号）買入経費の支出について
15,600

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 特定建築物等規制指導事業用　ホルムアルデヒド濃度測定器（ホルムテクター）校正業務委託の実施経費の支出について
34,272

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる支出について（１月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模受水槽衛生対策事業用　小規模受水槽衛生対策業務システム機器の長期借入にかかる支出について（１月分）
41,580

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２６年１月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２６年１月分）
11,130

健康局 生活衛生課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２６年１月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（２月分）
53,832

健康局 生活衛生課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２６年１月分）
15,600

健康局 生活衛生課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入経費の支出について（2月5日納期分）
5,565
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健康局 生活衛生課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（２月分）
26,355

健康局 生活衛生課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
52,539

健康局 生活衛生課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 動物管理センター庁舎清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
53,375

健康局 生活衛生課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 動物管理センターの機械警備業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
7,455

健康局 生活衛生課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 乳肉衛生事業用　中央卸売市場業務管理棟にかかる共益費の支出について（２月分）
599,903

健康局 生活衛生課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 薬事事務事業用　全国薬務関係主管課長会議の出席及び同経費の支出について（平成２６年２月２７日）
28,020

健康局 生活衛生課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＸＭ－Ｇ寒天培地外８点の買入経費の支出について（2月10日納期分）
194,103

健康局 生活衛生課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＸＭ－Ｇ寒天培地外８点の買入経費の支出について（2月10日納期分）
9,975

健康局 生活衛生課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＸＭ－Ｇ寒天培地外８点の買入経費の支出について（2月10日納期分）
115,962

健康局 生活衛生課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
3,139

健康局 生活衛生課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
30,600

健康局 生活衛生課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ろ紙（Ｎｏ.５Ａ）外２点の買入経費の支出について（2月10日納期分）
33,736

健康局 生活衛生課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（動物管理センター１月分）の支出について
28,340

健康局 生活衛生課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（食肉衛生検査所１月分）の支出について
6,370

健康局 生活衛生課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（１月分）
69,562

健康局 生活衛生課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査実地研修にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（１月分）
22,000

健康局 生活衛生課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 中央卸売市場食品衛生検査所収去検査にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（１月分）
5,980

健康局 生活衛生課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（動物管理センター１月分）の支出について
100

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用牛刀の買入経費の支出について
39,375

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用蒸留水製造装置用エアベントフィルター外４点の買入経費の支出について
55,650

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ラップ外11点の買入経費の支出について
1,008

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用蒸留水製造装置用エアベントフィルター外４点の買入経費の支出について
71,610

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ラップ外11点の買入経費の支出について
34,797

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用電動鋸替刃外１点の買入経費の支出について
37,422

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用小型湯沸器の買入経費の支出について
29,284

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ラップ外11点の買入経費の支出について
64,837

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　０．２５ｍｏｌ／ｌシュウ酸ナトリウム液外１点買入に係る経費の支出について（１月分）
5,008

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センターの電気料金の支出について（平成２６年１月分）
265,935

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 動物愛護管理事業用　ファクシミリ回線使用料の支出について（動物愛護相談室　平成２６年１月分）
3,105

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成２６年１月分）
2,504

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２５年度乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の実施にかかる経費の支出について（１月分）
10,062

健康局 生活衛生課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について（１月分）
106,817

健康局 こころの健康センター 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる啓発講座にかかる講師謝礼の支出について
11,440

健康局 こころの健康センター 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（１２月分）
6,804

健康局 こころの健康センター 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　自殺危機初期介入スキルワークショップのリーダー養成研修にかかる出張旅費の支出について
35,940

健康局 こころの健康センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　平成２５年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について
19,420

健康局 こころの健康センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　第８回精神科医療従事者自殺予防研修への参加にかかる出張旅費の追加支出について
3,310

健康局 こころの健康センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（１２月分）
27,375

健康局 こころの健康センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（１２月分）
26,210

健康局 こころの健康センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（１２月分）
212,569

健康局 こころの健康センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　都島センタービル（共用部分）にかかるガス及び電話料金の支出について（第３四半期分）
182

健康局 こころの健康センター 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　都島センタービル（共用部分）にかかるガス及び電話料金の支出について（第３四半期分）
780

健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成２６年１月１５日実施分）
29,460

健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成２６年１月２１日実施分）
29,460

健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（１月分）の支出について
144,045

健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について
4,418

健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について
4,800

健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について
8,580
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健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成２６年１月２１日実施分）
1,200

健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（１月分）の支出について
5,420

健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成２６年１月１５日実施分）
540

健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　平成２５年度 ＰＴＳＤ対策専門研修（大規模災害コース）への参加及び同経費の支出について
9,020

健康局 こころの健康センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（１２月分）
283,500

健康局 こころの健康センター 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（１月審査分・国保）入院費の支出について
726,616

健康局 こころの健康センター 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・２月審査分（概算）
104,637,292

健康局 こころの健康センター 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・２月審査分（概算））
1,779,387

健康局 こころの健康センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　小口支払基金繰戻金（こころの健康センター）１月分の支出について
940

健康局 こころの健康センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
69,002

健康局 こころの健康センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１２月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
574

健康局 こころの健康センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
803

健康局 こころの健康センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,617,165

健康局 こころの健康センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１２月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
134,952

健康局 こころの健康センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,649

健康局 こころの健康センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,550,965

健康局 こころの健康センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・概算・社保）医療費の支出について
667,979,000

健康局 こころの健康センター 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（２月審査分・概算・社保）入院費の支出について
18,446,000

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（１月分）
34,605

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・１月１７日開催分）
80,025

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（１１月分）
324,060

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２５年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・１月１７日開催分）
3,800

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（１１月分）
9,700

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正の施行に向けた説明会にかかる出張旅費の支出について
55,400

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 自立支援医療事業用ゴム印の買入代金の支出について
13,759

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１月分）
11,830

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１月分）
277,728

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１月分）
240

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１月分）
8,190

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１月分）
44,640

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（１月分）
359,248

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（１月分）
40,257

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（１月分）
49

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（１月分）
214,423

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
11,305

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神保健事業用　こころの健康センター複写電送装置の借入代金の支出について（１月分）
6,300

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神医療事業用　ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（１月締分）
10,650

健康局 こころの健康センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・介護）医療費の支出について
386,758

健康局 こころの健康センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（1月分）
205,068

健康局 こころの健康センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　思春期関連問題市民講座にかかる講師謝礼の支出について
23,180

健康局 こころの健康センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について
20,640

健康局 こころの健康センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　全国自殺対策主管課長等会議（平成２５年度第２回）にかかる出張旅費の支出について
28,020

健康局 こころの健康センター 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（１月分）
283,500

健康局 こころの健康センター 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費
精神医療事業用　全国精神医療審査会長・精神保健福祉センター所長会議及び全国精神医療審査会連絡協議会総会・シンポジウムへの出席及び同経費の支出につい
て 28,880

健康局 こころの健康センター 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　平成２５年度第１回全国精神保健福祉センター長会・大都市部会への出席及び同経費の支出について
28,020

健康局 こころの健康センター 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費
精神医療事業用　全国精神医療審査会長・精神保健福祉センター所長会議及び全国精神医療審査会連絡協議会総会・シンポジウムへの出席及び同経費の支出につい
て 28,100

健康局 こころの健康センター 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神医療事業用　全国精神医療審査会連絡協議会総会・シンポジウムにかかる参加費（資料代）の支出について
1,000
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健康局 こころの健康センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　交付金 精神保健事業用　水道料金福祉措置にかかる交付金の支出について（第３四半期分・廃止通知等事務費）
683,340

健康局 こころの健康センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　交付金 精神保健事業用　下水道料金福祉措置にかかる交付金の支出について（第３四半期分）
341,307

健康局 こころの健康センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　こころの健康センター専用回線電話料金の支出について（１月分）
10,015

健康局 こころの健康センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 保存文書運搬業務委託経費の支出について
35,700

健康局 こころの健康センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・１月審査分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）１２月分
6,510

健康局 保健所管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（１２月分）
3,780

健康局 保健所管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）１２月分
26,040

健康局 保健所管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成25年度外食栄養管理推進事業用主なメニュー一覧外１点印刷経費の支出について
14,700

健康局 保健所管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　12月分）の支出について
1,722

健康局 保健所管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　医師市内出張交通費の支出について（１０月分）
52,642

健康局 保健所管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付　12月分）の支出について
20,504

健康局 保健所管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　12月分）の支出について
10,206

健康局 保健所管理課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２５年１２月分健康診査事業用市内出張交通費の支出について
7,467

健康局 保健所管理課 平成26年02月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　12月分）の支出について
1,680

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（１１月分）
103,493

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（１２月分）
29,262

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所1月分）
53,135

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所1月分）
1,992

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所1月分）
1,906

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　2月分）
62,081

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　2月分）
531,832

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市食生活習慣改善指導業務（単価契約）委託料の支出について（１２月分）
529,617

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度10月追加分）
920

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２５年国民健康・栄養調査血液検査業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
180,180

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度10月追加分）
620

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２５年１１月受付分②　インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６４歳以下）の支出について
853,668

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２５年１２月受付分①　インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６５歳以上）の支出について
59,960

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２５年１２月受付分①　インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６４歳以下）の支出について
466,450

健康局 保健所管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２５年１１月受付分②　インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６５歳以上）の支出について
63,660

健康局 保健所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２５年国民健康・栄養調査入力業務委託（概算契約）に係る契約の締結及び同経費の支出について
70,434

健康局 保健所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害の補償等に関する法律（旧第一種指定地域）担当課長会議に関する管外出張旅費の支出について（東京都港区）
28,020

健康局 保健所管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年１２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府立急性期・総合医療センター分）
26,019

健康局 保健所管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　12月分）の支出について
26,882

健康局 保健所管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　12月分）の支出について
10,245

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
540

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
170

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
3,220

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
2,050

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
1,334

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
540

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
860

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
1,478

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について（平成25年11月18日請求分）
500

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2513号）
14,400

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
800

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
4,596

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年度11月分）
1,840
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健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１月分健康診査事業に係るパソコン借入経費の支出について
6,615

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について　（２月支払分）
73,839,044

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　２月分（その２）
385,200

健康局 保健所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　２月分（その１）
656,934,900

健康局 保健所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　医師市内出張交通費の支出について（１１月分）
35,574

健康局 保健所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（１月分）
453,960

健康局 保健所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（１月分）
170,235

健康局 保健所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（１月分）
12,040

健康局 保健所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（１月分）
5,780

健康局 保健所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 健康づくり地区組織活動研修会用会場使用料の支出について（２月２５日実施分）
46,200

健康局 保健所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業・小児ぜん息等医療費助成事業並びにこども難病医療費助成事業における診療報酬明細書事務点検等委託料の支出について（１０～１２月分）
198

健康局 保健所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成２６年１月審査　国保分）（確定払い）
4,093,900

健康局 保健所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年2月国保連）（概算払い）
11,331,962

健康局 保健所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成26年1月審査　国保分）（確定払い）
455,819

健康局 保健所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業・小児ぜん息等医療費助成事業並びにこども難病医療費助成事業における診療報酬明細書事務点検等委託料の支出について（１０～１２月分）
1,168,590

健康局 保健所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業・小児ぜん息等医療費助成事業並びにこども難病医療費助成事業における診療報酬明細書事務点検等委託料の支出について（１０～１２月分）
110,544

健康局 保健所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年1月国保審査分）
206,665

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年1月審査分　国保連）
62,674

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年1月審査分　社保基金）
8,881

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成２６年１月審査　国保分）
4,118

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年1月審査分　社保基金）
9,869

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年1月作成分）
14

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年1月審査分　社保基金）
98

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療に係る電子レセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年1月作成分）
2,286

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年1月作成分）
136

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年1月作成分）
1,012

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年1月社保基金）
120,044

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（平成26年1月審査　国保分）
4,720

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成26年2月分　社保基金）（概算払い）
8,189,000

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年2月審査分　社保基金）（概算払い）
36,286,000

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年1月社保基金提供分）
2,940

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年1月社保基金審査分）
72,044

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年1月国保審査分）
9,600

健康局 保健所管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年1月社保基金審査分）
1,940,753

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所管理課管理グループ）１月１０日分
1,600

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年度　難病・小児慢性特定疾患児保健師研修（応用編）の実施にかかる講師報償金の支出について（1月29日分）
19,100

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年１月分アトピー相談医師報償金の支出について
48,540

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
1,840

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
860

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
1,380

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
2,010

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
1,260

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器賃借料の支出について（平成21年度契約済みの長期継続契約分）（平成26年1月分）
23,478

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 大阪市保健所レセプト点検業務委託業者選定会議に係る報償金及び交通費の支出について（第１回）
49,595

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
1,840

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
820

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
360

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用１月分）の支出について
278
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健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用１月分）の支出について
5,600

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年１２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立大学医学部附属病院分）
26,019

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年１２月分健康診査用ＥＴＣ利用の高速道路通行料の支出について
5,100

健康局 保健所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 負担金、補助及交付金　会費 第４３回大気汚染公害認定研究会の出席に係る経費（会議負担金）の支出について
12,000

健康局 保健所管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について（平成26年1月31日請求分）
2,820

健康局 保健所管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業経費の支出について（2510号）
71,050

健康局 保健所管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業経費の支出について（2518号）
52,450

健康局 保健所管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業経費の支出について（2519号）
38,550

健康局 保健所管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用第19回日本集団災害医学会総会・学術集会への出張及び同経費の支出について
36,400

健康局 保健所管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 地域保健職員研修用第19回日本集団災害医学会総会・学術集会の参加費等の支出について
1,600

健康局 保健所管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用第19回日本集団災害医学会総会・学術集会の参加費等の支出について
12,000

健康局 保健所管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（1月分）
2,300,350

健康局 保健所管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年３月分　庁舎管理用　不動産賃借料（１１０１－２号室を除く）の支出について
4,430,429

健康局 保健所管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年３月分　庁舎管理用　１１０１－２号室にかかる不動産賃借料の支出について
312,430

健康局 保健所管理課 平成26年02月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（３月分）
1,485,364

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（１月分）
2,980

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（１２月分）
93,145

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　医師市内出張交通費の支出について（１２月分）
42,649

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（１月分）
44,618

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（１１０１－２号室以外一括分　1月分）の支出について
370,588

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（１１０１－２号室　1月分）の支出について
11,088

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成25年度外食栄養管理推進事業用栄養成分表示プレート購入経費の支出について
56,700

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集の追録（225・226号）購入経費の支出について
9,100

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（１月分）
4,900

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　手数料 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（２月支払分）
7,500

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（２月支払分）
72,996

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（２月分）
97,300

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（２月分）
565,990

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（２月分）
20,021,400

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（２月支払分）
136,560

健康局 保健所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について　（２月分）
3,418,500

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所業務参考用　検査と技術外３点の買入経費の支出について（１月分）
14,233

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
800

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
1,310

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
415

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
2,510

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
1,080

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
80

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
37,635

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
550

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
170

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年2月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年2月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分健康診査事業用市内出張交通費の支出について
5,524

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 コピー機用ステープラー針外１４点の買入にかかる経費の支出について（公害健康被害補償事業用・環境保健サーベイランス調査業務用）
19,372

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 コピー機用ステープラー針外１４点の買入にかかる経費の支出について（公害健康被害補償事業用・環境保健サーベイランス調査業務用）
6,111

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（１月分）
210,150

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
740
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健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（１月分）
120

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
1,560

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（１月分）
480

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１月分）
1,620

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成25年度公害健康被害の補償等に関する法律事務にかかる電子計算処理業務委託料の支出について（12月分1月分）
7,080,150

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会野江病院分）
26,019

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１月分アレルギー予防教室血液検査料用委託料の支出について（住吉市民病院分）
36,046

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪赤十字病院分）
26,019

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（12・1月分）その２
29,010

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（12・1月分）その１
11,928,283

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（２月支払決定分）その２
65,260,604

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　２月支払分（その１）
61,991,500

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　２月支払分（その２）
23,764,800

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年2月分）
65,041

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（２月支払決定分）その１
198,492,650

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２５年１２月受付分②　インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６５歳以上）の支出について
45,725

健康局 保健所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２５年１２月受付分②　インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６４歳以下）の支出について
247,885

健康局 保健医療対策課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用平成２５年１２月分市内出張交通費の支出について
69,872

健康局 保健医療対策課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外1点　買入経費の支出について（年間購読）「1月号」
21,475

健康局 保健医療対策課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生システム用イーサネットケーブル外6点買入及び同所要経費の支出について
25,935

健康局 保健医療対策課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入にかかる所要経費の支出について(1月分)
346,915

健康局 保健医療対策課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入所要経費の支出について(1月分)
550,958

健康局 保健医療対策課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入にかかる所要経費の支出について(1月分)
61,220

健康局 保健医療対策課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入所要経費の支出について(1月分)
97,228

健康局 保健医療対策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成26年1月分市内出張交通費の支出について
1,258

健康局 保健医療対策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健医療対策課医療指導グループ　１月３０日）
960

健康局 保健医療対策課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 厚生統計調査用紙折り機修繕経費の支出について
57,750

健康局 保健医療対策課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用ＦＡＸ用トナーキットの買入経費の支出について
70,350

健康局 保健医療対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業：平成２６年１月分市内出張旅費の支出について
1,482

健康局 保健医療対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業・保健衛生情報調査研究事業用「今日の治療薬２０１４ 解説と便覧」外８点の購入経費の支出について
17,356

健康局 保健医療対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業・保健衛生情報調査研究事業用「今日の治療薬２０１４ 解説と便覧」外８点の購入経費の支出について
11,445

健康局 保健医療対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業・保健衛生情報調査研究事業用料金後納郵便の支出について（１月分）
80

健康局 保健医療対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について（平成25年1月分）
3,630

健康局 保健医療対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業・保健衛生情報調査研究事業用料金後納郵便の支出について（１月分）
5,770

健康局 保健医療対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業・保健衛生情報調査研究事業用料金後納郵便の支出について（１月分）
7,680

健康局 感染症対策課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（１２月分）
32,446

健康局 感染症対策課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり26号）搭載エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（平成25年10～12月分）
194,250

健康局 感染症対策課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり25号）搭載エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（平成25年10～12月分）
194,250

健康局 感染症対策課 平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症対策事業用　検便容器の買入経費の支出について
9,975

健康局 感染症対策課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 第２９回日本環境感染学会総会（平成２６年２月１４日～平成２６年２月１５日開催）への職員の派遣並びに同経費の支出について
36,800

健康局 感染症対策課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 第２９回日本環境感染学会総会（平成２６年２月１４日～２月１５日開催）への参加にかかる経費の支出について
3,000

健康局 感染症対策課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　会費 第２９回日本環境感染学会総会（平成２６年２月１４日～２月１５日開催）への参加にかかる経費の支出について
9,000

健康局 感染症対策課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２６年１月分）
26,320

健康局 感染症対策課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（５回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（１２月分）
36,560

健康局 感染症対策課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（１２月分）
4,880

健康局 感染症対策課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 ＤＯＴＳ事業用「レターパッド」外１点購入経費の支出について
26,775

健康局 感染症対策課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 プリンタ用ドラム/トナーカートリッジの買入及び同経費の支出について
24,360
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健康局 感染症対策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「スタンダードチップ２００μｌ」の購入にかかる経費の支出について
8,400

健康局 感染症対策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用「キャピリアＴＢ－Ｎｅｏ抽出用緩衝液」の購入にかかる経費の支出について
1,365

健康局 感染症対策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ＣＣ－Ｅ”ニチビー”」の購入にかかる経費の支出について
2,520

健康局 感染症対策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用「１％小川培地」の購入にかかる経費の支出について
9,324

健康局 感染症対策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用「キャピリアＴＢ－Ｎｅｏ」の購入にかかる経費支出について
26,250

健康局 感染症対策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用｢キムタオルホワイト　外１点」の買入にかかる経費の支出について
8,799

健康局 感染症対策課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（１１月戻入分）の支出について
899,528

健康局 感染症対策課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核対策事業用書籍「結核の統計2013」購入経費の支出について
5,355

健康局 感染症対策課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症予防事業用　エイズ専門相談業務に係る委託料の支出について（12月分）
122,602

健康局 感染症対策課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症予防事業用　エスプラインＴＰの代金の支出について(１２月２６日発注分)
5,670

健康局 感染症対策課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査用　エッペンドルフチップ代金の支出について（1月7日発注分）
3,780

健康局 感染症対策課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（１２月分）
9,700

健康局 感染症対策課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（平成２６年１月分）
5,670

健康局 感染症対策課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（平成２６年１月分）
14,679

健康局 感染症対策課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託経費の支出について（1月分）
127,050

健康局 感染症対策課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年1月分）
54,810

健康局 感染症対策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用「２％小川培地」の購入にかかる経費の支出について
9,324

健康局 感染症対策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（２月概算分）後期高齢
130,956

健康局 感染症対策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（２月概算分）後期高齢
2,494,971

健康局 感染症対策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（２月概算分）国保一般
547,508

健康局 感染症対策課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（２月概算分）国保一般
3,189,292

健康局 感染症対策課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（９月分）
26,750

健康局 感染症対策課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（９月分）
17,230

健康局 感染症対策課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（９月分）
20,530

健康局 感染症対策課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（９月分）
19,140

健康局 感染症対策課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 HIV検査用試薬　エスプラインHIV　Ab/Agの買入経費の支出について（1月10日発注分）
567,000

健康局 感染症対策課 平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（10月18日まで受付、12月18日口座振替不能分）
108,994

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２５年度　近畿ブロック感染症主管課長会議への出席経費の支出について
2,540

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査用　ヒタザイムクラミジア買入代金の支出について（1月10日発注分）
1,316,700

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 梅毒検査用　SST抗原ヤトロン代金の支出について（1月14日発注分）
46,116

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１月分）国保一般
26,617

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（１月分）
45,858

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１月分）国保一般
4,017

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（１月分）
7,161

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１月分）後期高齢
5,122

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１月分）後期高齢
19,385

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（２月概算分）
13,801,201

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（２月概算分）
4,307,799

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業用　医療費・医療手当の支出について（1月分）
33,670

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 需用費　医薬材料費 平成２４年度エイズ対策ＨＩＶ検査事業の医薬材料費未払金の支出について
243,600

健康局 感染症対策課 平成26年02月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 委託料　委託料 平成２４年度結核医療費（入院患者）事務費の結核定期病状調査委託料未払金の支出について
3,000

健康局 感染症対策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１０月分）
23,310

健康局 感染症対策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１０月分）
29,580

健康局 感染症対策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１０月分）
19,800

健康局 感染症対策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１０月分）
10,640

健康局 感染症対策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）１/２１日分
6,302

健康局 感染症対策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）１／２４分
500

健康局 感染症対策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（１月分）
16,800
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健康局 感染症対策課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い支払分）の支出について（10月18日まで受付分）追加支出
8,386

健康局 感染症対策課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（１月分）
24,360

健康局 感染症対策課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 カラープリンタ用インクカートリッジの買入及び同経費の支出について
7,329

健康局 感染症対策課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（１月分）
304,095

健康局 感染症対策課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 リスクグループ健診雇上げ医師報償金の支出について（平成２６年１月分）
24,270

健康局 感染症対策課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（１月分）
8,340

健康局 感染症対策課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（12月分）の支出について（医療機関支払分）
433,273,978

健康局 感染症対策課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託（１月入力分）の支出について
2,183,562

健康局 感染症対策課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度ハンセン病問題講演会実施における阿倍野区民センター会場使用料の支出について
71,840

健康局 感染症対策課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症発生動向調査事業用　定点医療機関検体搬送業務委託料の支出について（1月分）
111,724

健康局 感染症対策課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度新型インフルエンザ等感染症予防対策事業に関する協定書に基づく分担金の支出について
64,449

健康局 感染症対策課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業用予防接種用ＢＣＧワクチン買入にかかる経費の支出について（１月分）
5,496,750

健康局 感染症対策課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２６年度　国立保健医療科学院　長期研修「専門課程Ⅲ地域保健福祉専攻科」入学試験にかかる普通旅費の支出について
28,420

健康局 感染症対策課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 医学調査研究事業用書籍「ＥＺＲでやさしく学ぶ統計学」購入経費の支出について
4,685

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 ハンセン病問題普及啓発用　阿倍野区民センター舞台技術業務委託料の支出について
50,400

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（1月分）
1,318

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（1月分）
15,462

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（1月分）
11,069

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
320

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
5,740

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（１月分）
3,830

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
5,830

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（１月分）
8,612

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
640

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
980

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
320

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
16,090

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核予防事業用　喀痰等検体搬送業務委託料の経費の支出について（１月分）
8,190

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　エイズ専門相談業務に係る委託料の支出について（1月分）
115,473

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（1月分）
139,067

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（1月分）
1,262,798

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査用　ファクシミリの長期借入代金の支出について（長期契約）（平成26年1月分）
7,875

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
290,632

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（12月分）の支出について（病院局分）
2,420,437

健康局 感染症対策課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２５年度第２回原子爆弾被爆者健康診断検査業務委託にかかる委託料の支出について
315,998

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（２月４日分）
50,000

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１２月分）
3,517

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（１１月分）【口座振替不能分】
430

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油にかかる支出について（１２月分）
41,240

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
13,772

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業（浄化槽）用 工具類「クロスレンチ外２点」の購入経費の支出について
6,993

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用「なにわ４１さ４２９」自動車定期点検追加整備（法定１２か月点検）の実施及び同経費の支出について
9,345

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用「なにわ４１さ４２９」自動車定期点検整備（法定１２か月点検）の実施及び同経費の支出について
4,200

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用「インデックス外３８点」買入にかかる支出について
46,756

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（１月分）
5,520

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（環境衛生１２月分）
1,600

健康局 環境衛生監視課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（食品衛生１２月分）
7,600

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１１月分）
25,956
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健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（１１月分）
9,229

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１１月分）
3,780

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年02月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（１２月分）
43,870

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１２月分）
20,001

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（１２月分）
8,815

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１２月分）
2,415

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年02月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度１２月分（西部生活衛生監視事務所）コピー代金の支出について
16,590

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 パソコンロックキットの購入にかかる経費の支出について
1,050

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成年２５年度１２月分（西部生活衛生監視事務所）揮発油代金の支出について
16,071

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成２５年度１２月分（西部生活衛生監視事務所）白衣洗濯代の支出について
892

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用はがきの購入について（西部生活衛生監視事務所第４四半期分）
22,500

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所事業用車両「なにわ４８０え２３４１」の法定１２カ月点検経費の支出について
4,200

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)１月分の支出について
4,940

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)１月分の支出について
700

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 コピー機専用ホッチキス針の購入にかかる経費の支出について
12,096

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（１２月分）
51,740

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１２月分）
21,099

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯代の支出について（１２月分）
3,937

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
320

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
200

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ４１　た　７９６５」の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ４１　す　７１４４」の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ４１　た　７９６５」の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
26,370

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ４１　す　７１４４」の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
26,370

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ４１　す　７１４４」の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
6,600

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ４１　た　７９６５」の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
6,600

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について(12月分）
6,822

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年02月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（12月分）
4,639

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年02月07日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（12月分）
2,165

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41つ518」の法定12カ月点検基本整備にかかる経費の支出について
6,825

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41つ518」の法定12カ月点検追加整備にかかる経費の支出について
5,733

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金1月分の支出について
300

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（1月分）
8,596

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 生活衛生監視事業用白衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（1月分）
472

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費1月分の支出について
7,070

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（１２月分）
15,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 役務費　通信運搬費 栄養専門学校業務用　インターネットプロバイダー料の支出について（１２月分）
5,005

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　塩化ビニル樹脂手袋　Ｌ寸　１０双　他１４品の購入にかかる経費の支出について（単価契約１月分）
246,317

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ジエチルエーテル　５００ｍｌの購入及び経費の支出について（単価契約12月分）
49,896

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＭｉｃｒｏＡｍｐ　Ｏｐｔｉｃａｌ　９６－ｗｅｌｌ　Ｒｅａｃｔｉｏｎ　Ｐｌａｔｅ　他３品の購入及び経費の支出について(単価契約１月分）
104,895

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　メスフラスコ　１０ｍｌ　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
23,646

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ヘキサン５０００　１Ｌ　他４品の購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
89,103

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．２ｍｌ　ＰＣＲ用９６ウェルプレート１０枚　他７品の購入及び経費の支出について(単価契約１月分）
153,300

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　キャピラリーアレイ　４本入　１箱の購入にかかる経費の支出について(単価契約１２月分）
99,792

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体アルゴン　１８０ｋｇ　他１品の購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
107,625

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料（１２月分）の支出について
8,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ラテックスグローブ　１００双　他１品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
82,110

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　固相抽出カラムの購入及び経費の支出について(単価契約１月分）
67,536
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健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ピジョンチップ　ＰＴ－１０００ＦＳ　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
80,430

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＰＬ２００５農薬ＧＣ／ＭＳ　ＭｉｘⅦ　他４品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
80,556

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ザルスタット５０ｍｌ滅菌Ｖ底遠心チューブ３００本入り　２箱の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
22,680

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ザルスタット５０ｍｌ滅菌Ｖ底遠心チューブ３００本入り　２箱　他１品の購入及び経費の支出について(単価契約１月分）
29,022

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　リサイクルタオル　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
17,942

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＭｉｃｒｏＡｍｐ　Ｏｐｔｉｃａｌ　９６－Ｗｅｌｌ　Ｒｅａｃｔｉｏｎ　Ｐｌａｔｅの購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
27,247

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１２２－１０６３　キャピラリーカラムの購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
83,790

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　パスツールピペットの購入及び経費の支出について
45,360

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　カスタムオリゴ(２７種）一式の購入に係る経費の支出について（単価契約１２月分）
26,932

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　１８ＭＥＲ（２０点）１式の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
19,950

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰り戻し（１月繰り戻し手続き分）の支出について
5,639

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ウォーターズ　Ｓａｍｐｌｅ　Ｃｏｎｅ　１ヶ　他４品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
223,125

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　２．０ｍＬ自立型スクリューキャップチューブ　１箱　他７品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
327,372

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＲ酢酸　５００ｍＬ　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
92,211

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払基金繰り戻し（１月繰り戻し手続き分）の支出について
15,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰り戻し（１月繰り戻し手続き分）の支出について
840

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　クロジナホッププロパルギルエステル標準品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
9,807

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　窒素ガス　４７L　1本の購入及び経費の支出について（単価契約1月分）
1,995

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　 終フィルター　ＲＦ０００２２０の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
15,892

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＰＨ電極　堀場製型式＃９６１５－１０Ｄの購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
22,837

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　センシディスク　ＭＥＭ１０の購入及び経費の支出について
2,772

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　トルエン（３００倍濃縮）他７品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
210,193

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　５１９０－２２８０　ＧＣ／ＭＳ分析用バイアルキット　他８品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
798,808

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　センジディスク　ＥＳＢＬ　ＣＡＺ／ＣＬＡ　他２１品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
393,550

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託　長期継続の実施及び同経費の支出について（１月分）
547,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託　長期継続の実施及び同経費の支出について（１月分）
381,984

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　低分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入にかかる経費支出について（１月分）
292,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について（１月分）
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入経費の支出について（1月分）
1,171,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託　長期継続の実施及び同経費の支出について（１月分）
37,779

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立環境科学研究所附設栄養専門学校授業利用ﾊﾟｿｺﾝ一式　長期借入経費の支出について（１月分）
109,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ディスポーザブルピペット（滅菌済みプラスチックピペット）５０ｍＬ　１００入　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
64,995

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．０２５ｍｏｌ／Ｌ　チオ硫酸ナトリウム溶液　他６品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
30,166

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 環境科学研究所事務用プリンタートナーカートリッジ（リサイクル）の購入及び経費の支出について
69,825

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　３１３０　ＰＯＰ－７，３．５ｍＬ　他１品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
134,190

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　トルエン５０００　１Ｌの購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
25,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 環境科学研究所白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（単価契約１月分）
5,045

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 報酬　其他委員等報酬 栄養専門学校業務用　平成25年度非常勤講師報酬等支給に係る経費支出について（１月分）
238,500

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 旅費　費用弁償 栄養専門学校業務用　平成25年度非常勤講師報酬等支給に係る経費支出について（１月分）
6,100

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 旅費　普通旅費 栄養専門学校業務用　平成25年度非常勤講師報酬等支給に係る経費支出について（１月分）
240

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　１７ＭＥＲ　１ＰＩＥＣＥ（４５）一式の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
44,887

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　モルモット血球の購入及び経費の支出について
5,775

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　５０Ｌ　他８品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
79,380

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１５ｍＬプラスチック遠沈管　他２７品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
598,689

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．２５％　トリプシン－ＥＤＴＡ　１００ｍＬ　他１４品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
1,168,440

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　産業廃棄物処理業務委託にかかる経費の支出について（単価契約１月分）
36,225

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 研究検査用　メディアクレーブ（全自動培地作製システム）修繕一式の実施及び経費の支出について
70,350
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健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＴａｑＭａｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ＰＣＲ（リアルタイムＰＣＲ用マスターミックス）の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
192,780

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体アルゴン　１８０ｋｇ　他１品の購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
43,575

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．２ｍｌ　９６ウェルＰＣＲプレート　ＡＢＩタイプ　２０枚　他１７品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
762,541

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　カンピロバクター血液無添加選択寒天基礎培地　他４品の購入にかかる経費の支出について
268,947

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報利用パソコン長期借入（その１）経費の支出について（１月分）
49,971

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１２１０２０５２固相抽出カラムの購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
10,552

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　リサイクルタオル　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
17,942

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　セパロートカップ（５５Ｚ－カップ）他３品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
175,108

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　日水　０５６３４　ＬＢ培地　３００ｇ×１の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
3,433

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報利用パソコン長期借入（その２）経費支出について（１月分）
56,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（１月分）
11,839

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費の支出について（１月分）
42,282

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ディスポーザブルガラス試験管　１８×１５０　２５０本入り　２式の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
8,547

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ホールピペット　１０ｍＬ　ＪＩＳ　Ｒ３５０５　クラスＡの購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
3,097

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　センシディスクＩＰＭ１０　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
19,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＴＯＰ　ラテックスグローブＬ　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
84,630

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（１月分）
13,301

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＴＯＰ　ラテックスグローブＭ　他１品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
36,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 環境科学研究所管理事務用　Ｂフレッツ回線使用料（１月分）の支出について
6,058

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（１月分）
13,608

人事室 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　賞賜金 一般事務用　人事室職員表彰にかかる副賞経費の支出について
9,000

人事室 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10

人事室 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,880

人事室 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
800

人事室 総務課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,100

人事室 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
32,220

人事室 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター　１月分）
13,608

人事室 人事課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 職員衛生管理用　平成25年度産業医研修会への参加に係る管外出張旅費の支出について
27,700

人事室 人事課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　第１４回大阪市人事監察委員会退職管理部会にかかる管外出張経費の支出について
28,020

人事室 人事課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 疾病対策事業用　コピー代金の支出について（１２月分）
1,330

人事室 人事課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成25年度　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成２５年１２月実施分）
63,063

人事室 人事課 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成25年11月分）
602,370

人事室 人事課 平成26年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成25年11月分）
800

人事室 人事課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　第１５回大阪市人事監察委員会退職管理部会にかかる管外出張経費の支出について
28,020

人事室 人事課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員定期健康診断等業務委託Ｂ（その２）（概算契約）(１２月実施分)にかかる経費の支出について
3,964,485

人事室 人事課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員定期健康診断等業務委託Ｂ（その２）（概算契約）(１２月実施分)にかかる経費の支出について
199,080

人事室 人事課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成26年1月開催分）
308,945

人事室 人事課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成26年1月開催分）
2,540

人事室 人事課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
10,990

人事室 人事課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成26年1月開催分）
95,060

人事室 人事課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
7,538

人事室 人事課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成25年12月分）
65,488

人事室 人事課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託にかかる経費の支出について（1月分）
14,700

人事室 人事課 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナーの購入経費の支出について
55,944

人事室 人事課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代（1月分）の支出について
6,861

人事室 人事課 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金の支出について（2月分）
225,653

人事室 人事課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入所要経費の支出について（平成26年1月分）
54,159

人事室 人事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　大阪市不当労働行為事件第４回調査への出席にかかる管外出張経費の支出について
56,200
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人事室 人事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　第１６回大阪市人事監察委員会退職管理部会にかかる管外出張経費の支出について
28,020

人事室 人事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事事務用　辞令用紙（特別職発令用）の購入経費の支出について
66,150

人事室 人事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事事務用　辞令用紙（人事異動事務用）の購入経費の支出について
29,400

人事室 人事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 疾病対策事業用　コピー代金の支出について（１月分）
1,312

人事室 人事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成26年2月請求分）
2,685

人事室 人事課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員衛生管理用　平成25年度　産業医研修会への参加並びに同所要経費の支出について
2,000

人事室 給与課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用加除式書籍購入経費の支出について（平成２５年度第３四半期　第一法規株式会社分）
27,480

人事室 給与課 平成26年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用加除式書籍購入経費の支出について（平成２５年度第３四半期　株式会社ぎょうせい分）
6,000

人事室 管理課 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　電話料金の支出について（１月分）
6,931

人事室 管理課 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 共済費　互助会長期給付補給金 平成２５年度　互助会交付金の支出について（２月期分）
6,522,000

人事室 管理課 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（２月７日支払分）
531,605,000

人事室 管理課 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　水道料金の支出について（10月～12月分）
137,210

人事室 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託費の支出について（１２月分）
30,749,985

人事室 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　阿倍野スポーツセンターとの共用部分清掃にかかる経費の支出について（第３四半期分）
63,113

人事室 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２６年２月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
221,712

人事室 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２６年２月払　退職手当の支出について（１０１）
83,324,887

人事室 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　退隠料 平成２６年２月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
4,423,432

人事室 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２６年２月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
33,411,052

人事室 管理課 平成26年02月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２６年２月払　退職手当の支出について（２１０）
5,896,329

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,891,389

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
10,906,686

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
430,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
1,945,710

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
672,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
349,199

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
228,080

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
308,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
56,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成26年２月　給与の支給について
3,608,602

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
37,355,836

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
35,777,708

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
20,006,868

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
10,503,954

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
30,684,086

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
14,515,593

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
16,331,663

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
39,721,118

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
241,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,509,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,167,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
794,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,434,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
481,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
593,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,539,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,984,120

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,029,777

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
2,876,809
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
3,816,855

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
2,578,607

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,535,301

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
1,836,492

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,949,357

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
608,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
896,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
4,938,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
2,389,250

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
2,006,522

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,779,472

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
931,950

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
2,448,150

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
323,026

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
304,451

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,553,796

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,340,021

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,577,887

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,893,360

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
10,221,150

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,836,205

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
236,280

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
317,060

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
395,660

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
82,880

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
160,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
797,621

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
261,008

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年２月　給与の支給について
427,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
356,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
747,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
409,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
202,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
410,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
568,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
539,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,084,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
31,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
162,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年２月　給与の支給について
522,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年２月　給与の支給について
82,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,755,580

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
620

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,368,084

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
939,401

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
53,615

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
779,048
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
43,051

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,061

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
162,132

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,403,125

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,040

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
391,355

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
378,126

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,417,407

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
987,263

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,542

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,927

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
172,825

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
338,979

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,340

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
333,618

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
540

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
58,558,268

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,876,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
10,339,617

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
3,423,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
6,195,033

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
966,518

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
747,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
102,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
288,577

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,169,223

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
242,976

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,477,857

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
228,090

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
43,489,624

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
109,572,815

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
63,931,841

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
71,198,036

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
42,174,770

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
54,897,274

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
40,873,701

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
53,844,511

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
82,213,993

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
61,022,396

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
43,979,549

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
57,894,637

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
41,695,564

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
40,254,844

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
65,498,634

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
46,887,309

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
33,943,128

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
36,743,198

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
41,385,372
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
35,034,861

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
43,390,015

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
43,266,715

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
45,627,525

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
35,778,064

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,434,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,492,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,183,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,323,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,037,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,230,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,446,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,374,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,327,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,259,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,170,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
2,135,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,440,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,996,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,344,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
2,505,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,265,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,627,978

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,337,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
2,040,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,482,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,871,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
2,041,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
3,291,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
7,365,497

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,170,301

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
7,086,059

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
10,403,687

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
13,771,881

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
18,316,624

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
7,785,858

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,270,880

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
7,036,427

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,039,972

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
7,423,484

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,847,845

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
7,179,301

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
5,882,982

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
7,418,739

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
10,763,823

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
11,975,285

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,957,652

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
11,022,919
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
9,275,606

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
9,063,294

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
7,499,952

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
7,958,810

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
9,783,651

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
2,085,253

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,257,646

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,279,342

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,944,496

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,527,446

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,431,342

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,322,246

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,317,496

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,353,750

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,398,246

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,560,542

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,398,246

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,817,350

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,580,646

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,522,696

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,549,142

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,398,246

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,906,342

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,289,150

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,516,046

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,462,846

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,536,150

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,516,046

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,386,846

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,613,576

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,804,769

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,015,827

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
4,078,131

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,032,660

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,486,122

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
6,388,640

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,011,289

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,160,547

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,866,864

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,228,297

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,714,654

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
6,378,815

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,701,275

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,970,178

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,323,116

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,851,725

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,716,761

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
17,631
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
4,939,585

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,859,661

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,643,227

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,956,603

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,236,394

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,627,173

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
617,107

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
490,532

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
615,957

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
664,409

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
553,692

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,572,858

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
512,390

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,735,314

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
645,711

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
894,669

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
458,650

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
464,255

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
419,158

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,083,330

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,167,066

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
899,574

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,103,205

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,376,399

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
633,230

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
377,711

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
331,453

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,352,520

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
738,154

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
293,350

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,420

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
950

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
950

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
8,740

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,320

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,460

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
630

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
530

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
970,700
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
538,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
697,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
890,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
283,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
929,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,345,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,165,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,786,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
702,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
911,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,094,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
749,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,678,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
805,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
599,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
618,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
866,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,434,963

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,421,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,139,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
2,472,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
846,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
848,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
42,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
108,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
48,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
146,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
40,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
110,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
57,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
173,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
145,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
38,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
100,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
88,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
58,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
39,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
5,072

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,507,229

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,490,080
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
170,205

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,158,262

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
415,507

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,396,203

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,372,843

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
207,721

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
767,421

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,291,854

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
994,410

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
207,777

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
966,047

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
593,213

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,023,187

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,802,566

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,263,947

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,226,753

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,565,265

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,109

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,565,322

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,188

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,945,625

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,680,718

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,224,721

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
977,746

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,010

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,846,511

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,262

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,589,649

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,944,195

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,754,676

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,778,932

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,751,154

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,242,545

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,000,298

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,870

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
359,333

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
90,841

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,596

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
291,778

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,241

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,924

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,635

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
230,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
159,507

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
173,148

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
73,531

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
123,295
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
143,440

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
140,482

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,762

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
126,373

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
72,989

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
79,203

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,488

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,164

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
52,244

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,286

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,397

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,032

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
52,658

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
42,686

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
86,954

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
118,407

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
113,539

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
43,360

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
122,824

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
148,560

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,451

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,053

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
92,441

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,545

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
89,079

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
71,568

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,272

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,323

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,980

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,410

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
240

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
35,380,673

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,219,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,173,611

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,734,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,417,501

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
601,930

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
999,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,026,131

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,884

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,829

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
295,781,468

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
361,600
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
723,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
10,690,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
49,794,738

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
114,180

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
5,554,650

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
16,453,284

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
11,522

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
7,272

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
34,485
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
17,990

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
33,804

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
4,479

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
6,899

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
4,654

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
38,211

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
23,072

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
17,406

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
24,179

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
6,466

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
12,580

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
4,680,510

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
15,322

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
19,699

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
13,662

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
52,787

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
7,977

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
15,790

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
5,775,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,202,152

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,302,940

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
171,110

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
459,348

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
97,069

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
416,272

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,796,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,468,704

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,881,691

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,529,676

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,079,976

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,086,201

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,262,686

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
166,059

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
520,934

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,178,946

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
141,808

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,582

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,714

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,214

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,597

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
89,659

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
69,349,865

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
2,605,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
12,351,130

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
4,199,950

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
6,434,137

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,071,315
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,677,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年２月　給与の支給について
41,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
362,142

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
185,463

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
493,242

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
534,423

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,398,395

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
261,027

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成26年２月　給与の支給について
690,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
306,326

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
22,281,829

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
807,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
4,048,450

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,695,750

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
12,104

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
673,046

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
72,010

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
321,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,109

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,684

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,647,822

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
600,408

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
141,161,718

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
38,308,228

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,584,521

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,408,597

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
670,809

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
780,996

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,043,918

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,428,946

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,539,273

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
840,162

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,473,757

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,644,032

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,535,362

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,020,990

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,329,365

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,766,614

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,099,609

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,628,361

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,471,709

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,208,111

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,426,923

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,993,515

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,346,589

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,800,272
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
79,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
52,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,004,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
145,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
77,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
4,995,278

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
58,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
46,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
88,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
45,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
46,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
78,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
81,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
51,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
263,853

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
284,730

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
354,952

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
195,073

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
96,105

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
304,980

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
269,304

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
106,221

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
24,484,782

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
264,765

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
243,342

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
322,248

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
233,761

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
328,201

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
294,390

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
188,025

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
279,076

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
144,435

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
249,255

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
181,380

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
139,575

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
301,703

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
6,305,110

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
262,875
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
234,451

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
260,505

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年２月　給与の支給について
149,997

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年２月　給与の支給について
742,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
76,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
76,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
5,999,250

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,457,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
15,990,230

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,450,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
55,660

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,285,949

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
513,110

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
10,980

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
9,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
18,250

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
18,150

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
67,520

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
12,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
38,950

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年２月　給与の支給について
798,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年２月　給与の支給について
1,985,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,421,750

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
48,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
446,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
3,113,989

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
43,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
662,261

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
978,042

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,127

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
170,714

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,070

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,430

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,150

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,120

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,254,905

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
218,832

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,727

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
594,358

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,742

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,355,445

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
132,810

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,404

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,902

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,990

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,328

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,330

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
520

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,421

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,725

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,169

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
173,551

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
513,060

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,350

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,339,210

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
280,790

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
399,572

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,393,999
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,533,342

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,139,269

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
128,560

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
126,540

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
373,507

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,620,717

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
903,586

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
117,196

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,375,702

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,378,338

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
46,542

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
202,143,501

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
6,754,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
35,131,481

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年２月　給与の支給について
293,395

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
10,188,750

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
8,875,287

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,051,027

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年２月　給与の支給について
7,725,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
77,360

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
4,228,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
84,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
48,507

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,630,895

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
279,571

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,654

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
280,139

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
171,391

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,650

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
641,567

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,446

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,355,363

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,528

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
354,842

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,480

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,875

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,560

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,394,914

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,178

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,612

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,039,299

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
72,573

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,264

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,840

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,494

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
620

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
851,609

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,351
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,253,343

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
144,723

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
104,650

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
355,917

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
183,187,062

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
198,138,556

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
128,936,302

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
4,142,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
4,252,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
3,912,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
29,650,247

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
32,001,667

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
21,987,363

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年２月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年２月　給与の支給について
802,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
129,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
258,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
4,642,650

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
10,001,837

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
8,365,391

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
24,023,589

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,590,935

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,966,964

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,947,885

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年２月　給与の支給について
176,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
3,377,952

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
3,510,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
2,670,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
147,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
313,232

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,819

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,896,519

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
404,526

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
377,184

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
98,127

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
804,229

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,458

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,109

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
613,737

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,510

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,620

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,064,476

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,719,895

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,113,654

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
89,873
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
336,047

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
359,538

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
230,586

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
117,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
96,790

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
110,450

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,655,331

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
119,628

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,178

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,236

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,860

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,956,291

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
311,224

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
358,325

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,313,971

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
68,340,245

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,376,718

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
218,853

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,258,660

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,160

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,260

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,244,087

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
711,479

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
449,108

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,010

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
870,909,146

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
50,163,825

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
146,428,405

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
7,437,550

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
146,978,880

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
16,609,257

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
33,383,910

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
13,280,409

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
53,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成26年２月　給与の支給について
123,111

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
6,594,598

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
29,796

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
41,986

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
20,358

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
187,245

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
22,134

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
127,880

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
642,351

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
169,129

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,180

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,870

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,866
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
238,419

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,818

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,797,940

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
246,530

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,980

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
96,055,989

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
3,356,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
17,240,799

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
7,021,070

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
6,849,103

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
663,054

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,738,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,010

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,327,263

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,854

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,010

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,737

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
610,421

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,640

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
277,724

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
106,680,788

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
151,141,729

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
209,857,961

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
4,694,040

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
8,145,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
11,952,677

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
25,702,695

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
18,455,503

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
35,547,124

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
3,772,450

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
2,487,896

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
2,274,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
5,977,690

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
5,344,407

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
8,124,064

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,683,212

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,871,218

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
5,646,431

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
163,930

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
187,630

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
2,497,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
2,975,400
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
2,386,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
314,105

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年２月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
816,026

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
563,070

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
735,861

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
918,787

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
168,182

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
176,696

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
42,180

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,223

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,930

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
949

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
435,518

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
42,370

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
94,784,556

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
4,967,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
16,606,596

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
3,777,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
3,531,424

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,142,094

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,462,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
335,432

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
76,557,882

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
2,695,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
13,247,757

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
3,074,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
7,547,626

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
731,770

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,628,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,684

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
160,492

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,026

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,476,626

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
183,007

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,009,796,630

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
53,830,201

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
171,963,663

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年２月　給与の支給について
76,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
11,036,150

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
150,359,781

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
31,905,595

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
23,438,890

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
22,116,800
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
695,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
18,476,101

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年２月　給与の支給について
883,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
21,756

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
565,971

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,747,569

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,615

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
381,621

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,236,175

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
305,260

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
898,705

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,640

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
132,999,217

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
3,805,105

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
23,664,561

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
13,074,850

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
17,266,251

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,392,152

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
2,341,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
309,015

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
819,210

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
805,184

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
763,349

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,743,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,310

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,794

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,942,580

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,960

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
251,278

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,119

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
46,240

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,410

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,570

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,980

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,551

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,565,049

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,263

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
237,516

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
656,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,790,082

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
278,740

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,069,370

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,178

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
659,492

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,152

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,575

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
351,768



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,653

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
630

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,218,785

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
269,432

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,945

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
429,844

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,055,538

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
358,302

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,090

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
646,280

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,570

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,636,881

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
296,115

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
128,611

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
43,740

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
487,598

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
533,469

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,070

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,121,534

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
145,140

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,360

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
166,371

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
690

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
582,393

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
121,732

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,660

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,255

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
168,838

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
14,281,070

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
27,840,608

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
631,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,695,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
4,830,234

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
2,483,921

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
657,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
551,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
147,383

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,680,895

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
297,287

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
149,096

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
513,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
201,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
8,429,313
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
278,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
1,491,164

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
491,150

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,461,266

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
138,410

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
139,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,373,639

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
46,438,729

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,969,657

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
8,006,516

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
1,565,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,458,596

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
902,973

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
977,552

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,159

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,610

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,572,783

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
272,865

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
260,847

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
381,186

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
190,636

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,189

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,118

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
566,038

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,066

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
2,025,249

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
68,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
331,080

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
399,515

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
102,010

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
168,220

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
170,092

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
173,735

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,490

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
138,274

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,180

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,380

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,460

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,240

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
590

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
370



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
186,892

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
590,561

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
20,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
96,366

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
109,863

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,160

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,080

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
196,037

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
30,315

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
9,135

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,310,521

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,922

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,292

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
120,450

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,460

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,820

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,830

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,230

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
2,221,478

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
74,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
362,892

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
67,046

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
11,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,770

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,778

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
252,225

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
39,825

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
67,680

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
79,042

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
677,435

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
57,456,891

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
3,117,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
9,539,831

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,580,019

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,521,662

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
40,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
1,132,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
173,962

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,137

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
4,122,404

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
310,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
696,239

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
271,556

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
13,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
9,610
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人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
30,999,603

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,315,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
5,338,109

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
947,150

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
2,551,158

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
449,649

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
506,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
523,417

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,340

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,882

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
8,654,488

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
396,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
1,520,408

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
387,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
348,289

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
195,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
114,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
927,699

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
152,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
64,381

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
14,884,331

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
444,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
2,598,503

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
764,750

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,875,171

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
434,560

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
295,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
698,167

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
874

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,625,777

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,034

人事室 管理課 平成26年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,710

人事室 管理課 平成26年02月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
129,517

人事室 管理課 平成26年02月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
174,892

人事室 管理課 平成26年02月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,986

人事室 管理課 平成26年02月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,396

人事室 管理課 平成26年02月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
416

人事室 管理課 平成26年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
4,083,064

人事室 管理課 平成26年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
155,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
703,080

人事室 管理課 平成26年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
145,350

人事室 管理課 平成26年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,782,973

人事室 管理課 平成26年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
234,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
21,000



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成26年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
779,430

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,275,405

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,206,265

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,236,681

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,247,062

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,698,108

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,291,168

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
2,622,698

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,501,055

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,379,670

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,138,961

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,854,354

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
11,704,288

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
5,297,546

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
5,833,115

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,330,751

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
7,454,253

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
6,492,069

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
5,511,161

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
6,568,559

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
4,521,410

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,378,946

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,465,379

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
5,005,535

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
5,900,082

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
2,924,896

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
368,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
146,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
34,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
82,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
114,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
126,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
66,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
131,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
99,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
102,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
120,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
109,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
174,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
145,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
82,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
46,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
53,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
120,700
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人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
145,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
121,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
154,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
615,124

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
516,649

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
1,978,712

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
579,642

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
483,650

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
736,415

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
527,830

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
419,549

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
533,792

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
532,953

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
869,261

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
1,065,534

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
948,081

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
1,199,265

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
896,918

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
536,277

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
523,706

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
553,928

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
603,352

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
819,655

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
580,102

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
1,050,163

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
562,487

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
939,587

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
542,985

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
76,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
285,950

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
76,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,280,013

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
207,853

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
26,295

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
102,402

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
36,384

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
100,525

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
108,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
10,527

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
92,323

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
73,177

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
488,430

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
6,586
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人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
21,119

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
147,070

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
12,671

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
19,595

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
16,860

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
133,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
71,060

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
50,640

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
8,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
93,723

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
5,416

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
45,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
79,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
272,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
138,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
147,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
88,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
401,357

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
87,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
50,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
119,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
144,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
51,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
121,812

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,063,536

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,400,640

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,865,340

人事室 管理課 平成26年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
228,057

人事室 管理課 平成26年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
27,111,168

人事室 管理課 平成26年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
1,488,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
4,565,268

人事室 管理課 平成26年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
295,450

人事室 管理課 平成26年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
466,688

人事室 管理課 平成26年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
1,102,520

人事室 管理課 平成26年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,690,530
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人事室 管理課 平成26年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
857,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
33,228

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
680,420

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
862,383

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
822,272

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
897,236

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,214,756

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,164,386

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
803,276

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
796,052

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
374,465

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
639,171

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,050,433

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
624,695

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
817,059

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,881,577

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
830,391

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
972,551

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
891,763

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
734,325

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
575,519

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,134,441

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
658,549

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
623,407

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
385,385

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
855,299

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
602,654

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
34,100

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
52,900

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
46,600

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
33,900

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
51,400

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
44,900

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
44,100

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
34,100

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
40,400

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
67,200

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
27,600

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
66,300

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
38,600

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
46,100

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
33,300

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
102,636

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
308,595



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
60,984

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
144,720

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
100,371

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
130,530

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
141,781

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
189,826

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
187,610

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
131,880

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
132,450

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
64,221

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
102,165

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
176,460

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
100,591

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
147,676

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
148,740

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
136,998

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
160,304

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
199,725

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
117,265

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
136,770

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
99,135

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
104,715

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
108,563

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
574,461

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
51,400

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
59,460

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
91,640

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
61,240

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
24,190

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
17,200

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
21,500

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
21,400

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
17,200

人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
22,300
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人事室 管理課 平成26年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
168,809

人事室 管理課 平成26年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,110

人事室 管理課 平成26年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
735,393

人事室 管理課 平成26年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
119,040

人事室 管理課 平成26年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
225,614

人事室 管理課 平成26年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,480

人事室 管理課 平成26年02月17日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
142,094

人事室 管理課 平成26年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,231,664

人事室 管理課 平成26年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
166,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
587,850

人事室 管理課 平成26年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
221,350

人事室 管理課 平成26年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
266,384

人事室 管理課 平成26年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
178,626

人事室 管理課 平成26年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,380

人事室 管理課 平成26年02月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
670,721

人事室 管理課 平成26年02月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
39,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
112,020

人事室 管理課 平成26年02月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
93,997

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,696,136

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,492,913

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,099,625

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,452,060

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
2,399,771

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,746,168

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
2,864,623

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,980,940

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
2,295,637

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,932,296

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,816,322

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,642,979

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,228,297

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,084,074

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
3,725,732

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
2,815,641

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,644,185

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,224,321

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
2,053,721

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
2,198,655

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,480,054

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,212,005

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,759,881

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
20,993,842

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年２月　給与の支給について
1,188,770

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
63,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
760,900
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人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
45,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
46,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
19,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
45,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
72,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
40,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
73,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
59,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
124,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
39,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
119,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
26,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
112,400

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
92,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
65,600

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
93,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年２月　給与の支給について
44,900

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
337,488

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
387,515

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
317,338

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
268,774

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
245,803

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
196,785

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
285,174

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
282,251

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
296,010

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
198,046

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
195,684

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
284,743

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
466,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
269,326

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
503,999

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
3,514,516

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
242,945

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
570,556

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
515,041

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
359,281

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
322,115

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
521,221

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
612,915

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
452,547

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年２月　給与の支給について
380,411
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人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年２月　給与の支給について
345,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年２月　給与の支給について
1,991,685

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
94,430

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
29,740

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
23,378

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
44,580

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
10,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
12,100

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
487,460

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
61,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
64,160

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
61,940

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
47,460

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
50,190

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
79,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
398,800

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
25,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
75,200

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
368,253

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
645,563

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
53,975

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,915

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
627,447

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
410,630

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,791

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,048
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人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,192

人事室 管理課 平成26年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２６年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
460

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務センター害虫駆除業務にかかる経費の支出について
66,150

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　Ｈ２１年度総務局庁内情報利用ＰＣ等機器借入経費の支出について（1月分）
10,983

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（１月分）
22,890

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（１月分）
22,995

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム用端末機器等借入経費の支出について（１月分）
1,040,781

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 勤務情報システムサーバ及び関連機器一式再リースにかかる経費の支出について（１月分）
92,022

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（１月分）
847,245

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
114,576

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器借入（継続）の支出について（１月分）
110,040

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（１月分）
2,099,790

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　共通管理業務用ファイルサーバ等借入（継続）の支出について（１月分）
3,416

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 勤務情報システム（保守環境）サーバ及び関連機器一式再リース延長にかかる経費の支出について（１月分）
13,755

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長にかかる経費の支出について（１月分）
143,724

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（１月分）
346

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（１月分）
209,958

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
39,144

人事室 管理課 平成26年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（１月分）
7,665

人事室 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　庶務ガイド用保守ＡＰサーバＤＡＣバッテリー（1式）の購入経費の支出について
29,400

人事室 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　総務事務センター機械警備業務にかかる経費の支出について（１月分）
21,000

人事室 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器保守業務委託（継続）にかかる経費の支出について（１月分）
804,825

人事室 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　共通管理業務用ファイルサーバ等機器保守業務委託（継続）経費の支出について（１月分）
6,776

人事室 管理課 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　清掃業務委託費の支出について（１月分）
30,712

人事室 管理課 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　コピー代の支出について（１月分）
120,037

人事室 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
15,187

人事室 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
1,836,086

人事室 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納受取人払料金の支出について（１月分）
610

人事室 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器保守業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
1,054,200

人事室 管理課 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムソフトウェア一式に係る賃貸借経費の支出について（１月分）
50,400

人事室 管理課 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理用　両端穴開き連続用紙購入経費の支出について
8,400

人事室 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（１月分）
605,145

人事室 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用インターネット回線使用料の支出について（１月分）
92,473

人事室 管理課 平成26年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（３月分）
894,892

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
2,452,143

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
34,836

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
47,161,865

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
580,600

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　光電話料金の支出について（１月分）
150,997

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
12,084,308

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
1,108,946

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
280,708,483

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
4,758,889

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
8,044,113

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
31,933

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
67,713,288

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
2,778,171

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
16,340,371
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人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
98,702

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
115,700

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
5,178,164

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
49,032,289

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
133,538

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
46,377,269

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
359,972

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
118,517,495

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
717,041

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
200,240,423

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
2,624,312

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
22,940,307

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
249,658

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
104,703,703

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
3,604,365

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
21,943,881

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
17,811,490

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
203,210

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
231,236,193

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
801,228

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
30,534,793

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
426,741

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
4,066,500

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
9,559,709

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
130,635

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
1,965,293

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
10,749,293

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
69,672

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
361,985

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
468,494

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
133,962

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
44,053

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
514,762

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
56,679

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
13,591,214

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
945,644

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
7,215,074

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
31,933

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
2,029,387

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
211,077

人事室 管理課 平成26年02月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
3,467,855

人事室 管理課 平成26年02月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
928,830

人事室 管理課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
25,437,801

人事室 管理課 平成26年02月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
978,311

人事室 管理課 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
6,253,666

人事室 管理課 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
101,605

人事室 管理課 平成26年02月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
4,977,627

人事室 管理課 平成26年02月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
165,258
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人事室 管理課 平成26年02月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
763,806

人事室 管理課 平成26年02月28日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
153,608

人事室 管理課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年２月払　共済費事業主負担金の支出について
16,884,190

人事室 管理課 平成26年02月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１月分厚生年金健康保険料の納付について
98,702

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（７～１２月分）
99,159

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度事業担当主事補共通実務研修(3期生12・１月分)の実施に係る講師謝礼金の支出について（完了払い）
415,200

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度メンティ研修及びメンター研修にかかる講師謝礼金の支出について
206,580

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 「職員研修をめぐる実務と法律講座」の受講に係る参加料の支出について
67,200

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度人権問題研修（管理者層）に係る講師謝礼金の支出について（完了）
48,160

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度人権問題研修（管理者層）に係る講師謝礼金の支払について（第４回）
46,960

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度キャリアデザイン研修(28歳)にかかる手話通訳派遣料の支出について
42,300

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成25年度新任主務研修「主務の職務を担う職員としての役割」にかかる委託料の支出について
2,061,150

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度ライフキャリア研修50歳（行政職員等）にかかる手話通訳派遣料の支出について
42,300

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 平成２５年度阿倍野防災拠点１月請求分水道料金の支出について
104,793

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２５年度阿倍野防災拠点１月請求分水道料金の支出について
11,571

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 平成２５年度阿倍野防災拠点１月請求分水道料金の支出について
53,704

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 関西公務研修協議会第87回定例部会および近畿自治研修協議会平成25年度講演会参加に係る旅費の支出について
2,100

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 平成25年度JIAM海外研修報告会への出席にかかる旅費の支出について
6,190

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金の支出について（１月分）
7,233

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金の支出について（１月分）職員人材開発センター契約分
61,191

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話回線使用料の支出について（１月分）
12,524

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用インターネット回線使用料の支出について（１月分）
17,640

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（1月分）の支出について
120,432

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（１月分）
152,145

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（1月分）の支出について
46,431

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（1月分）の支出について
84,152

人事室 職員人材開発センター 平成26年02月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（1月分）の支出について
83,985

経済戦略局 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 経済戦略局・建設局中央卸売市場本場業務管理棟庁舎清掃業務委託（下半期）に係る支出について（１０月～１２月分）
172,065

経済戦略局 総務課 平成26年02月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 経済戦略局・建設局中央卸売市場本場業務管理棟庁舎清掃業務委託（下半期）に係る支出について（１０月～１２月分）
78,210

経済戦略局 総務課 平成26年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（１２月分）
28,374

経済戦略局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（１２月分）
159,809

経済戦略局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（１２月分）
6,804

経済戦略局 総務課 平成26年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（１月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞購読経費の支出について（１０～１２月分）
35,325

経済戦略局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局分室庁舎における一般事務用複写関連消耗品（ゆ契第８５０８号）に係る経費の支出について（１０～１２月分）
39,383

経済戦略局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞・日本経済新聞購読経費の支出について（１０～１２月）
74,772

経済戦略局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞購読経費の支出について（１０～１２月分）
35,325

経済戦略局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局分室庁舎における一般事務用複写関連消耗品（経契第Ｑ２０１３－２号）に係る経費の支出について（１０～１２月分）
344,566

経済戦略局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞購読経費の支出について（１０～１２月分）
35,325

経済戦略局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,760

経済戦略局 総務課 平成26年02月07日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 全国公立大学設置団体協議会職員研修会への参加にかかる旅費の支出について
28,100

経済戦略局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 平成25年度 経済戦略局服務研修にかかる講師謝礼金の支出について
243,960

経済戦略局 総務課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度総務課事務用カラ―スキャナーの支出について
29,925

経済戦略局 総務課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、１２月分）の支出について
9,807

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
996

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,250

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
350

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
161,502
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経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（１月分）
240,125

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（１月分）
40,661

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式にかかる経費の支出について（１月分）
7,350

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
61,033

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境カラープリンター一式長期借入の支出について（１月分）
19,096

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
920

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
138

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,785

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,440

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（１２月分）
6,804

経済戦略局 総務課 平成26年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
300

経済戦略局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（１月分）
220,616

経済戦略局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（１月分）
473,925

経済戦略局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（１月分）
88,189

経済戦略局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（１月分）
10,529

経済戦略局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　建物修繕料 本庁舎分室内庁内電話機にかかる電話交換機修繕に関する支出について
11,287

経済戦略局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（１月分）
525

経済戦略局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局庁舎（O's棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（１月分）
1,050

経済戦略局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局庁舎（O's棟）における不動産賃貸借経費にかかる支出について（３月分）
6,270,217

経済戦略局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（２月分）
2,297,087

経済戦略局 総務課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局庁舎（ITM棟）における不動産賃貸借経費の支出について（３月分）
3,773,661

経済戦略局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
10,117

経済戦略局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 総務課事務用　一般公益社団・財団法人の実務の購入経費の支出について
8,500

経済戦略局 総務課 平成26年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 総務課事務用　地方財政関係質疑応答集の購入経費の支出について
4,900

経済戦略局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話代（ITM棟、FAX分）の支出について（１月分）
2,865

経済戦略局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
147,850

経済戦略局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話代（ITM棟）の支出について（１月分）
46,115

経済戦略局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話代（O's棟）の支出について（１月分）
79,930

経済戦略局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（１月分）の支出について
90,031

経済戦略局 総務課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器リースにかかる経費の支出について（１月分）
27,342

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費にかかる１２月分の支出について
43,032

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる１２月分の支出について
6,510

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用大阪市立西成スポーツセンター・屋内プール外７ヶ所昇降機設備点検整備保守業務委託費（１０～１２月分）の支出について
504,000

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用大阪市立西成スポーツセンター・屋内プール外７ヶ所昇降機設備点検整備保守業務委託費（１０～１２月分）の支出について
220,500

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用大阪市立西成スポーツセンター・屋内プール外７ヶ所昇降機設備点検整備保守業務委託費（１０～１２月分）の支出について
220,500

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用大阪市立西成スポーツセンター・屋内プール外７ヶ所昇降機設備点検整備保守業務委託費（１０～１２月分）の支出について
239,400

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 保守用大阪市立西成スポーツセンター・屋内プール外７ヶ所昇降機設備点検整備保守業務委託費（１０～１２月分）の支出について
135,450

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 保守用大阪市立西成スポーツセンター・屋内プール外７ヶ所昇降機設備点検整備保守業務委託費（１０～１２月分）の支出について
390,600

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 東淀川体育館における深夜作業に伴う帰宅時のタクシー代立替払いの支出について
8,970

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費にかかる１月分の支出について
43,013

経済戦略局 施設整備課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる１月分の支出について
3,883

経済戦略局 国際課 平成26年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 外務省主催「地域の魅力発信セミナー」参加にかかる外務省への出張旅費の支出について
26,800

経済戦略局 国際課 平成26年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 外務省主催「地域の魅力発信セミナー」参加にかかる外務省への出張旅費の支出について
53,600

経済戦略局 国際課 平成26年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 外国青年招致事業用　国際交流員市内出張等交通費の支出について（１０～１２月分）
750

経済戦略局 国際課 平成26年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）市内出張等交通費の支出について（１０～１２月分）
12,344

経済戦略局 国際課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成25年12月分）
32,303

経済戦略局 国際課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成25年11月分）
55,895

経済戦略局 国際課 平成26年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 第1回「平成26年度外国人留学生との連携拡大及び起業支援業務プロポーザル方式にかかる有識者会議」にかかる委員報酬金の支出について
38,630



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

経済戦略局 国際課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 OSAKA留学生ネットのサーバ借入（ホスティングサービス）に係る経費の支出について（1月分）
18,900

経済戦略局 国際課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際課経済交流担当市内等出張交通費（１２月分）の支出について
5,937

経済戦略局 国際課 平成26年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センターにかかる不動産賃貸料の支出について（平成26年3月分）
14,102,704

経済戦略局 国際課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 外務省主催「地域連携フォーラム」参加にかかる外務省への出張旅費の支出について
26,800

経済戦略局 国際課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 外交儀礼用グリーティングカードの購入にかかる経費の支出について
52,500

経済戦略局 企画課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１２月分）
27,739

経済戦略局 企画課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅にかかるタクシー代の立替払い支出について（平成26年1月9日分）
1,760

経済戦略局 企画課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅にかかるタクシー代の立替払いの支出について（平成26年1月11日分、1月21日分）
4,520

経済戦略局 企画課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　使用料 企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託長期継続にかかる支出について（平成26年1月分）
236,250

経済戦略局 観光課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　天王寺魅力向上にかかる千葉大学（千葉県）等への出張及び同経費の支出について
29,300

経済戦略局 観光課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　天王寺魅力向上にかかる和歌山県（白浜）への出張及び同経費の支出について
9,860

経済戦略局 観光課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　統合型リゾート（IR）候補地検討にかかる東京への出張命令及び同経費の支出について
28,180

経済戦略局 観光課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　天王寺魅力向上にかかる千葉大学（千葉県）等への出張及び同経費の支出について
29,690

経済戦略局 観光課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　天王寺魅力向上にかかる千葉大学（千葉県）等への出張及び同経費の支出について
30,150

経済戦略局 観光課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　統合型リゾート（IR）候補地検討にかかる東京への出張及び同経費の支出について
28,180

経済戦略局 観光課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　ＭＩＣＥ事業推進における観光庁との意見交換にかかる出張及び同経費の支出について
29,100

経済戦略局 観光課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用「大坂の陣400年天下一祭」並びに「大阪・光の饗宴」事業における事業説明及び協賛依頼にかかる出張並びに同経費の支出について
28,390

経済戦略局 観光課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　ＭＩＣＥ事業推進における観光庁との意見交換にかかる出張及び同経費の支出について
28,820

経済戦略局 観光課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬等（１１月分）の支出について
17,460

経済戦略局 観光課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬等（１１月分）の支出について
34,920

経済戦略局 観光課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬（１１月分）の支出について
17,460

経済戦略局 観光課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬等（１１月分）の支出について
17,460

経済戦略局 観光課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬等（１１月分）の支出について
1,600

経済戦略局 観光課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬等（１１月分）の支出について
28,200

経済戦略局 観光課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬等（１１月分）の支出について
1,260

経済戦略局 観光課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便料金（1月分）の支出について
59,539

経済戦略局 観光課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　「第11回ＪＮＴＯインバウンド旅行振興フォーラム」への出席及び同経費の支出について
27,860

経済戦略局 文化課 平成26年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
38,367

経済戦略局 文化課 平成26年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 報償費　報償金 大阪歴史博物館収集資料評価にかかる報償金の支出について（平成２５年１２月１９日、２０日、２４日評価分）
112,435

経済戦略局 文化課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 新美術館研究資料用　海外雑誌買入にかかる支出について（1月分）
54,705

経済戦略局 文化課 平成26年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 文化施設等に関する運営のあり方における視察、意見交換にかかる市特別参与への報酬等（12月分）の支出について
43,650

経済戦略局 文化課 平成26年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 文化施設等に関する運営のあり方における視察、意見交換にかかる市特別参与への報酬等（12月分）の支出について
29,110

経済戦略局 文化課 平成26年02月12日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　タクシー乗車料金の支出について
12,500

経済戦略局 文化課 平成26年02月12日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪アーツカウンシル等による文化行政の推進にかかる分担金の支出について（７月～９月分）
458,891

経済戦略局 文化課 平成26年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 文化施設等に関する運営のあり方における視察、意見交換にかかる市特別参与への報酬等（12月分）の支出について
43,650

経済戦略局 文化課 平成26年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 文化施設等に関する運営のあり方における視察、意見交換にかかる市特別参与への報酬等（12月分）の支出について
390

経済戦略局 文化課 平成26年02月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　市内出張等交通費の支出について（１２月分）
29,610

経済戦略局 文化課 平成26年02月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（志芸の会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年02月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 近代美術館建設予定地除草業務委託料の支出について
157,433

経済戦略局 文化課 平成26年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 文化施設の経営形態見直しにかかる東京への管外出張旅費の支出について
28,420

経済戦略局 文化課 平成26年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（演劇集団よろずや）
150,000

経済戦略局 文化課 平成26年02月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 サントリーポスターコレクション作品保管業務委託の支出について（1月分）
833,304

経済戦略局 文化課 平成26年02月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 近代美術館（仮称）美術作品等管理・学術研究用電子計算機処理システム借入にかかる支出について（1月分）
13,230

経済戦略局 文化課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 博物館担当業務用市内出張等交通費の支出について（１２月分）
15,570

経済戦略局 文化課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 博物館担当業務用市内出張等交通費の支出について（１１月分）
13,630

経済戦略局 文化課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 文化振興用　第３１回大都市文化行政会議にかかる資料代の支出について
3,000

経済戦略局 文化課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について(株式会社INDEPENDENT)
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
240
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経済戦略局 文化課 平成26年02月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,440

経済戦略局 文化課 平成26年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 近代美術館（仮称）美術作品保管業務委託にかかる支出について（1月分）
1,612,800

経済戦略局 文化課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 博物館担当業務用市内出張等交通費の支出について（１０月分）
21,000

経済戦略局 文化課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
41,700

経済戦略局 文化課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 博物館担当業務用市内出張等交通費の支出について（１月分）
13,830

経済戦略局 文化課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（１月分）
577

経済戦略局 文化課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（１月分）
997

経済戦略局 文化課 平成26年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 新美術館研究資料用　国内雑誌の支出について（1月分）
25,251

経済戦略局 文化課 平成26年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（株式会社バイタルアートボックス）
150,000

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 文化振興用　大阪市民表彰被表彰者宅訪問にかかる出張旅費の支出について
1,780

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（1月分）の支出について
29,210

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 平成２５年度咲くやこの花賞贈呈式用物品一式の買入にかかる経費の支出について
7,413

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度咲くやこの花賞賞状筆耕にかかる経費の支出について
28,875

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度咲くやこの花賞贈呈式会場使用料の支出について
307,496

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（ツムテンカク実行委員会）
500,000

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（コンブリ団）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（A級MissngLink）
69,955

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（地歌の会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報償費　報償金 市民キュレータ－によるミニ展覧会監視ボランティアにかかる交通費の支出について
940

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　市内出張等交通費の支出について（１月分）
24,505

経済戦略局 文化課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　印刷製本費 ブレーカープロジェクト関連イベント広報用チラシ印刷経費の支出について
63,000

経済戦略局 企業立地課 平成26年02月03日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 企業立地課用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（１２月分）
10,299

経済戦略局 企業立地課 平成26年02月03日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（１２月分）
62,489

経済戦略局 企業立地課 平成26年02月03日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス（企業立地課事務所用）の提供にかかる経費の支出について（１２月分）
6,804

経済戦略局 企業立地課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（１月分）
65,261

経済戦略局 企業立地課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 企業立地課用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（１月分）
3,150

経済戦略局 企業立地課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 アジア太平洋トレードセンター賃借料の支出について（ビジネスサポートオフィス）（３月分）
1,022,474

経済戦略局 企業立地課 平成26年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略事業用管外出張旅費の支出について
28,420

経済戦略局 企業立地課 平成26年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略事業用管外出張旅費の支出について
39,640

経済戦略局 企業立地課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 企業立地課用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（１月分）
19,893

経済戦略局 企業立地課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス（企業立地課事務所用）の提供にかかる経費の支出について（１月分）
6,804

経済戦略局 事業創出課 平成26年02月03日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成25年12月分）の支出について
267,872

経済戦略局 事業創出課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出課業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１２月分）
16,030

経済戦略局 事業創出課 平成26年02月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（２月分）
392,643

経済戦略局 事業創出課 平成26年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成26年1月分）の支出について
251,561

経済戦略局 事業創出課 平成26年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年3月分）
16,896,222

経済戦略局 事業創出課 平成26年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
2,667,357

経済戦略局 事業創出課 平成26年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ事業（賃借料・共益費）にかかる経費の支出について（３月分）
11,860,693

経済戦略局 事業創出課 平成26年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年3月分）
6,627,674

経済戦略局 事業創出課 平成26年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣエイジレスセンター事業（賃借料・共益費）にかかる経費の支出について（３月分）
31,037,436

経済戦略局 事業創出課 平成26年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出課所管業務にかかる管外出張命令及び同経費の支出について（平成26年2月6日）
56,300

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月05日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もとゆとり健康創造館機械警備業務にかかる委託料について（12月分）
34,020

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 需用費　印刷製本費 都市農業シンポジウム周知用ビラにかかる印刷経費の支出について
50,400

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 工業担当事務用「日刊工業新聞」の買入（平成２５年１０月～１２月）にかかる支出について
13,770

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もとゆとり健康創造館内電気代（平成２５年１２月１７日～平成２６年１月２０日分）の支出について
23,184

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もとゆとり健康創造館第２駐車場電気代（平成２５年１２月１７日～平成２６年１月２０日分）の支出について
4,274

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月12日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 大阪皮革産業会館建物明渡請求訴訟の和解にかかる意見書作成業務経費の支出について
84,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 需用費　消耗品費 商業担当事務用「日経流通新聞」の買入（平成２５年１０月～１２月）にかかる経費の支出について
6,117
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経済戦略局 地域産業課 平成26年02月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 役務費　通信運搬費 都市農業シンポジウムにかかるはがきの購入経費の支出について（2月25日開催）
15,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（地域・工業）業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）②
800

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　光熱水費 第３浪速東（北）工場アパート電気代（平成２６年１月分）の支出について
2,524

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 委託料　委託料 浪速西工場アパート昇降機保守点検業務委託経費の支出について（第３四半期分）
47,250

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　其他委員等旅費 地域産業課業務にかかる市内出張交通費の支出について（嘱託職員：１月分）
3,180

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 報償費　報償金 大阪市エコ農産物推進協議会委員報償金の支出について（平成26年１月24日分）
13,500

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もと購買施設（西成区）・もと北津守の里電気料の支出について（26年1月6日～2月2日使用分）
1,204

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 浪速購買施設エレベーター設備保守点検業務委託料の支出について（25年10月～12月分）
47,250

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年１月分）
5,370

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年１月分）
3,490

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与（農業委員会のあり方検討）にかかる報酬の支出について（平成26年２月３日分）
8,730

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年１月分）
3,850

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 出城東工場アパート建具修繕一式経費の支出について
48,300

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もと小売市場施設（北区曽根崎）ポリ塩化ビフェニル廃棄物運搬等業務委託にかかる経費の支出について
294,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年１月分）
1,080

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 計量検査所昇降機保守点検業務委託の実施に係る経費の支出について（１０～１２月分）
92,925

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 大阪市計量検査所天井走行クレーンワイヤーロープ取替修繕一式の支出について
141,750

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 計量検査所庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（１０～１２月分）
18,900

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 報償費　報償金 計量検査所啓発事業用　平成25年度計量モニター事業にかかる謝礼金の支出について
2,000

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用　食品表示マニュアル追録１３０・１３１号の買入にかかる支出について
6,090

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用　複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（１２月分）
3,879

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用　環境計量実務便覧追録２１６－２１９号の買入にかかる支出ついて
7,960

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用　食品表示マニュアル追録１３２号の買入にかかる支出について
6,090

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用　日本農林規格品質表示基準食品追録２７７－２７８号の買入にかかる支出について
6,132

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（１２月分）
6,804

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 大阪市八幡屋センタービル受変電設備保安管理業務委託の実施に係る支出について（第３四半期：１０～１２月分）
80,955

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
18,600

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（１月分）
3,056

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（１月分）
1,551

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（１月分）
48,300

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（１月分）
21,882

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎管理維持管理用　電気料金の支払いについて（１月分）
104,655

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 報償費　報償金 計量検査業務用　大阪市指定定期検査機関の指定に関する検討会に係る委員報償金の支出について
2,960

経済戦略局 計量検査所 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（１月分）
1,700

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(１２月分)の支出について
9,454

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(１２月分)の支出について
830

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（１１月分）
6,804

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年11月実施分・鶴見区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年11月実施分・住之江区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年11月実施分・生野区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年11月実施分・住吉区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年11月実施分・旭区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年11月実施分・城東区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年11月実施分・阿倍野区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年11月実施分・平野区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　読売新聞の購入にかかる経費の支出について（平成２５年７～９月分）
11,775

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に伴う消耗品費の支出について（１１月分）
10,940

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　朝日新聞外１紙の購入にかかる経費の支出について（平成２５年７～９月分）
25,545
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経済戦略局 企業支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（１２月分）
6,804

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に伴う消耗品費の支出について（１１月分）
21,421

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 平成25年度小規模事業者等支援委託事業（巡回経営相談事業）相談員謝金の支出について
120,000

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　朝日新聞外１紙の購入にかかる経費の支出について（平成２５年１０～１２月分）
25,545

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　読売新聞の購入にかかる経費の支出について（平成２５年１０～１２月分）
11,775

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（１月分）
360

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（１月分）
2,180

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年12月実施分・鶴見区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年12月実施分・生野区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年12月実施分・住吉区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年12月実施分・旭区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年12月実施分・北区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年12月実施分・平野区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年12月実施分・城東区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年12月実施分・阿倍野区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年02月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成25年12月実施分・住之江区）
34,200

経済戦略局 金融課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報償費　報償金 大阪市信用保証協会合併にかかる法律相談の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年１月２３日相談分）
21,000

経済戦略局 金融課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報償費　報償金 大阪府中小企業信用保証協会・大阪市信用保証協会合併協議会の開催にかかる経費の支出について（１月24日開催分）
9,565

経済戦略局 金融課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 金融課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２５年１１月分）
15,069

経済戦略局 金融課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 金融課事務参考用　毎日新聞(平成２５年１０月～１２月分)外１件の購読にかかる経費の支出について
24,924

経済戦略局 金融課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 金融課事務参考用　産経新聞(平成２５年１０月～１２月分)の購読にかかる経費の支出について
11,775

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月05日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 ｽﾎﾟｰﾂ情報・施設利用ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ機器一式長期借入他１件の契約変更（一部解除）に伴う損害賠償請求にかかる意見書の作成における経費の支出について
252,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度大阪市スポーツ推進委員全体交流研修会事前会議実施並びに所要経費の支出について
17,300

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 スポーツ施設管理用　阿倍野スポーツセンターにかかる管理費等の支出について(2月分)
4,058,891

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　靱テニスセンター及び靱庭球場管理業務代行料の支出について（第３四半期分）
801,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（生魂小学校）
35,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（11月・12月分）
2,194,500

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 信用金庫の合併に伴うオーパスシステムの設定変更業務委託の支出について
496,650

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
17,296,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立北スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
12,660,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
4,422,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立北スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
14,285,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
4,527,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
3,771,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
5,104,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
17,097,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市スポーツ情報・施設利用ネットワークシステムに係る電子媒体等警備輸送業務委託の支出について（1月分）
61,173

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（1月分）
1,829,205

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（平野西小学校、佃南小学校）
71,400

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（１２月分）の支出について
71,769

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 スポーツ部事務用　市内出張等交通費（１１月再支出分）の支出について
2,020

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2013にかかる会場使用料の支出について（長居陸上競技場・長居第2陸上競技場）
321,660

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2013にかかる会場使用料の支出について（天王寺ＳＣ・城東ＳＣ）
72,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（１２月分）の支出について
1,070

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

使用料及賃借料　使用料 大阪市登録総合型地域スポーツクラブ交流イベントの実施並びに所要経費の支出について
30,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（１月分）の支出について
46,220

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　立替払費（タクシー使用料）の支出について
9,130

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（２月分）
13,495,020
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経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 スポーツ施設管理用　阿倍野スポーツセンターにかかる管理費等の支出について(3月分)
4,058,891

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（住吉中学校）
49,920

経済戦略局 スポーツ課 平成26年02月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム用　回線使用料（１月分）支出について
457,527

経済戦略局 南港市場 平成26年02月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用ドラム・トナーカートリッジ外８点の購入経費の支出について
216,982

経済戦略局 南港市場 平成26年02月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用アラミド軍手の購入経費の支出について
982,800

経済戦略局 南港市場 平成26年02月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用食肉加工用手袋（概算契約）の購入経費の支出について（第５回）
174,384

経済戦略局 南港市場 平成26年02月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用防水ベルト外１点の購入経費の支出について
97,650

経済戦略局 南港市場 平成26年02月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用ヤッケ（上衣）外９点の購入経費の支出について
388,185

経済戦略局 南港市場 平成26年02月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用額縁の購入経費の支出について
14,700

経済戦略局 南港市場 平成26年02月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用コイン電池外３点の購入費の支出について
51,129

経済戦略局 南港市場 平成26年02月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用煙感知器外１点の購入費の支出について
199,080

経済戦略局 南港市場 平成26年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用コルク栓の購入経費の支出について
468,720

経済戦略局 南港市場 平成26年02月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用南港市場施設維持管理業務委託費の支出について（1月分）
2,759,925

経済戦略局 南港市場 平成26年02月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用南港市場施設維持管理業務委託費の支出について（1月分）
2,367,750

経済戦略局 南港市場 平成26年02月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用南港市場施設維持管理業務委託費の支出について（1月分）
1,320,900

経済戦略局 南港市場 平成26年02月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（1月分）
4,275,468

経済戦略局 南港市場 平成26年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
10,548

経済戦略局 南港市場 平成26年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場中央監視業務委託費の支出について（１月分）
1,655,850

経済戦略局 南港市場 平成26年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用カラープリンタ長期借入経費の支出について（１月分）
1,680

経済戦略局 南港市場 平成26年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
57,196

経済戦略局 南港市場 平成26年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（１月分）
11,067

経済戦略局 南港市場 平成26年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
3,039

経済戦略局 南港市場 平成26年02月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 報酬　其他委員等報酬 市場管理用大阪市特別参与（南港市場の改革方針検討）にかかる報酬及び費用弁償の支出について（１月分）
26,190

経済戦略局 南港市場 平成26年02月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　費用弁償 市場管理用大阪市特別参与（南港市場の改革方針検討）にかかる報酬及び費用弁償の支出について（１月分）
27,400

経済戦略局 南港市場 平成26年02月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用縞鋼板外２３点の購入経費の支出について
54,075

経済戦略局 南港市場 平成26年02月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場汚水・汚物処理施設運転管理委託の実施及び同経費の支出について（１月分）
2,866,500

経済戦略局 南港市場 平成26年02月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託費の支出について（1月分）
339,150

経済戦略局 南港市場 平成26年02月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託費の支出について（1月分）
830,550

経済戦略局 南港市場 平成26年02月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 原材料費　工事材料費 施設管理用縞鋼板外２３点の購入経費の支出について
23,625

経済戦略局 南港市場 平成26年02月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場衛生管理用テーピングテープ外３点の購入経費の支出について
261,975

経済戦略局 南港市場 平成26年02月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（1月分）
159,390

経済戦略局 南港市場 平成26年02月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用紙製ウエス外８点の購入経費の支出について
143,978

経済戦略局 南港市場 平成26年02月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場衛生管理用テーピングテープ外３点の購入経費の支出について
25,200

経済戦略局 南港市場 平成26年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（１月分）
31,630

経済戦略局 南港市場 平成26年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（1月分）
473,214

経済戦略局 南港市場 平成26年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（1月分）
9,913,388

経済戦略局 南港市場 平成26年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託費の支出について（１月分）
1,097,250

経済戦略局 南港市場 平成26年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託費の支出について（１月分）
630,000

経済戦略局 南港市場 平成26年02月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用会議用テーブル外２点の購入経費の支出について
972,090

経済戦略局 南港市場 平成26年02月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用天然ゴム手袋（概算契約）の購入経費の支出について（第５回）
224,280

経済戦略局 南港市場 平成26年02月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場汚物処理施設地下タンク点検委託費の支出について
49,350

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用袋付き結さつバンドの購入経費の支出について
992,250

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲部品外６点の購入経費の支出について
493,447

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用追録購入経費の支出について
9,996

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用牛背割用鋸刃外1点の購入経費の支出について
987,000

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,000

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,600

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻） 終処分にかかる所要経費の支出について（第10回）
16,170



平成25年度（平成26年02月）　公金支出情報

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

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,400

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻） 終処分にかかる所要経費の支出について（第9回）
16,170

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん） 終処分にかかる所要経費の支出について（第10回）
16,170

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん） 終処分にかかる所要経費の支出について（第9回）
16,170

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物(燃え殻・ばいじん)収集運搬業務委託費の支出について（1月分）
37,800

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（1月分）
669,025

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（1月分）
1,157,804

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（1月分）
5,666,377

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託費の支出について（１月分）
2,123,333

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託費の支出について（１月分）
2,248,942

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（１月分）
4,830

経済戦略局 南港市場 平成26年02月28日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場小動物枝肉冷却庫その他冷却設備改修工事費の支出について
10,500,000

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　C4470）代の支出について（１２月分）
45,110

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）代の支出について（１２月分）
73,062

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080 CPS）代の支出について（１２月分）
69,460

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局広報事務用　無線通信経費の支出について（１２月分）
3,091

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の制度設計等に関する状況説明に係る出張旅費の支出について（平成26年1月23日）
56,360

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 府市再編に関する有識者ヒアリングの打合せ等に係る出張旅費の支出について（平成26年１月22日）
56,420

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の制度設計等に関する状況説明に係る出張旅費の支出について（平成26年1月28日）
56,040

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報償費　報償金 第2回大阪府知事・大阪市長による府市再編に関する有識者ヒアリングにおける招聘者の報償金の支出について
17,025

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（７４台）借入（再リース）経費の支出について【１２月分】
13,675

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月追加分）
31,137

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報償費　報償金 第2回大阪府知事・大阪市長による府市再編に関する有識者ヒアリングにおける招聘者の報償金の支出について
17,905

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月追加分）
320

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（２７台）借入経費の支出について（長期継続契約）【１月分】
37,887

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（12月分）
130,950

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（11月分）
684,264

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（11月分）
112,520

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（11月分）
17,793

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（12月分）
177,932

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（11月分）
74,697

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（12月分）
113,455

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（12月分）
146,085

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（11月分）
232,450

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（11月分）
163

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（７４台）借入（再リース）経費の支出について【１月分】
13,675

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　C4470）代の支出について（１月分）
25,547

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080CPS）代の支出について（１月分）
108,417

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）代の支出について（１月分）
38,163

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080 CPS）代の支出について（１月分）
49,253

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　料金後納郵便経費の支出について（１月分）
30,260

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　一般事務物品及び会議出席者飲料の購入経費の支出について
61,393

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　食糧費 大阪府市大都市局事務用　一般事務物品及び会議出席者飲料の購入経費の支出について
5,565

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　印刷製本費 「協議会だより」（大阪府・大阪市特別区設置協議会）第２号・第３号 概算印刷の経費の支出について【第３号分・ 終払い】
1,393,761

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 委託料　委託料 「協議会だより」（大阪府・大阪市特別区設置協議会）第２号～第５号 企画編集業務委託に係る経費の支出について【第３号に係る中間払い】
67,200

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年02月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 委託料　委託料 「協議会だより」（大阪府・大阪市特別区設置協議会）第２号・第３号 新聞折込み広告業務委託(概算契約)の経費の支出について【第３号分・ 終払い】
3,833,602


