
平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館機械警備等業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
6,300

総務局 公文書館 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（２月分）
4,105

総務局 公文書館 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費支出について（２月分）
119,037

総務局 公文書館 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館運営用ＯＡシートラベルほか１３点の購入経費の支出について
62,480

総務局 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第26～28回）
404,005

総務局 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第26～28回）
3,380

総務局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 庁舎管理事務用　不当労働行為事件（組合事務所団交）に係る立替実費（交通費）の支出について
56,010

総務局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（1月分）
67,257

総務局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
630

総務局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,100

総務局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,785

総務局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　固定電話（ＫＤＤＩ）使用料金の支出について（１月分）
514

総務局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,150

総務局 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 地方分権改革有識者会議地方懇談会（in福岡県）の出張旅費の支払いについて
29,780

総務局 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第29回、第30回）
237,650

総務局 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第29回、第30回）
1,720

総務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 庁舎設備管理事務用　ホワイトボードほか４点買入にかかる経費の支出について
424,200

総務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎空気源装置圧縮機修繕にかかる経費の支出について
388,500

総務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎設備管理事務用　ホワイトボードほか４点買入にかかる経費の支出について
252,000

総務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（２月分）
637,304

総務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（２月分）
55,660

総務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第31回）
118,825

総務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第31回）
1,260

総務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（２月分）
4,502,242

総務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　大型シュレッダー長期借入実施及び同経費の支出について（２月分）
24,255

総務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（２月分）
6,720

総務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（２月分）
22,006

総務局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託経費の支出について（２月分）
312,052

総務局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託経費の支出について（２月分）
12,789

総務局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託経費の支出について（２月分）
2,232,959

総務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　手数料 指定都市関係事務に係る職員公舎用建物賃借の手数料の支払いについて
127,050

総務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　不動産賃借料 指定都市関係事務に係る職員公舎用建物賃借の不動産賃借料（３月分）及び敷金の支払いについて
8,451

総務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 貸付金　保証金 指定都市関係事務に係る職員公舎用建物賃借の不動産賃借料（３月分）及び敷金の支払いについて
242,000

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
221,840

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
64,645

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
18,020

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
12,110

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
86,780

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（２月分）
260,120

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
9,160

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
2,040

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
7,670

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
8,910

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
2,640

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 庁舎設備管理事務用　電力量計ほか５点買入にかかる経費の支出について
459,375

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（２月分）
60,578

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
1,829,930

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館２月分）
6,804
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総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
22,770

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎産業廃棄物（ビルピット汚泥）処理業務委託にかかる経費の支出について
191,625

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
1,280,475

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（２月分）
225,180

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　機械器具費 庁舎設備管理事務用　電力量計ほか５点買入にかかる経費の支出について
448,623

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
6,710

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
557,660

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
112,930

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
8,870

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
3,800

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
6,350

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
3,060

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
213,060

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
4,180

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
22,880

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
6,510

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
10,120

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
980

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
32,930

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
72,870

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
9,990

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
34,730

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
35,630

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
112,670

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
4,200

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
20,050

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
40,780

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
97,440

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
16,490

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
5,600

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
13,680

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
13,090

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
32,250

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
9,760

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
12,670

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
26,430

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
19,480

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
40,050

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
45,020

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
13,090

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
601,750

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
10,590

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
41,390

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
18,720

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
45,980

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
9,570

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
2,020

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
3,540
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総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
187,590

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
41,770

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
3,620

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
140,740

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
20,990

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
1,620

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
38,080

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
3,780

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
12,000

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
56,430

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
79,350

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
17,490

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
301,720

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
1,200

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
34,870

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
73,370

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
63,830

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
3,470

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
1,860

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
578,190

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
19,760

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
1,860

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
640

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
7,410

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
16,820

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
64,380

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
24,520

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
2,500

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
5,620

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
173,990

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
63,290

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
57,790

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
9,570

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
16,000

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
3,160

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
4,180

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
27,270

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
7,040

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
11,440

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
179,910

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
93,850

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
124,830

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
9,500

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
24,350

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
31,490

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
124,170

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
20,130

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
14,590
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総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
24,500

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
28,080

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
12,110

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
26,080

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
1,140

総務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
7,570

総務局 総務課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
48,900

総務局 総務課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
2,360

総務局 総務課 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その２）
24,570

総務局 総務課 平成26年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
9,640

総務局 総務課 平成26年03月28日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
2,020

総務局 総務課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
21,330

総務局 総務課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
6,720

総務局 総務課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～1月分　その１）
19,940

総務局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 庁舎管理事務用　不当労働行為事件の（組合事務所団交）調査に伴う出頭に係る出張旅費の支出について
57,000

総務局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
6,617

総務局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　定期購読誌（ヒューマンライツほか３件）の購読にかかる経費の支出について（第１回中間払い）
6,300

総務局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（2月分）
1,118,378

総務局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（2月分）
36,192

総務局 行政課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（１月分）
2,441

総務局 行政課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（26年１月号）の購入にかかる経費の支出について
1,220

総務局 行政課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第211回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
118,825

総務局 行政課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用印紙代（立替実費）の支出について
10,500

総務局 行政課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第５回法規問題研究会にかかる講師謝礼金の支出について（２月19日分）
34,200

総務局 行政課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍（追録）の購入にかかる経費の支出について
11,280

総務局 行政課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第212回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
118,825

総務局 行政課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報発行に係る電子データ作成業務委託経費の支出について（1月分）
154,381

総務局 行政課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報償費　報償金 訴訟事務用執行費用、建物等解体撤去費用及び執行官予納金の支出について
7,198,800

総務局 行政課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　手数料 訴訟事務用執行費用、建物等解体撤去費用及び執行官予納金の支出について
165,000

総務局 行政課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用印紙代（立替実費）の支出について
600

総務局 行政課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（交通費）の支出について
27,900

総務局 行政課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点の購入経費の支出について（１月分）
33,790

総務局 行政課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（26年２月号）の購入にかかる経費の支出について
1,220

総務局 行政課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（２月分）
1,326,675

総務局 行政課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務処理端末の賃貸借に係る経費の支出について（２月分）
7,350

総務局 行政課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍（追録）の購入にかかる経費の支出について
5,700

総務局 行政課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか13点の購入経費の支出について（１月分）
150,500

総務局 行政課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用執行費用及び執行予納金の支出について
36,750

総務局 行政課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（２月分）
400

総務局 行政課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用執行費用及び執行予納金の支出について
60,000

総務局 行政課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報償費　報償金 弁護士法律相談に係る弁護士相談料の支出について（平成25年11月18日分）
11,374

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
28,523

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
41,124

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
8,749

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
15,750

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
5,250
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総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
63,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
63,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
63,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
63,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
63,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
63,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
63,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
63,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
43,749

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
5,250

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
24,499

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
17,499

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
5,250

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
57,750

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
5,250

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
5,250

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
7,875

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
19,249

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
13,999

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
12,249

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
5,949

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
2,625

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
6,999

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
20,998

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
8,749

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
27,124

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
2,625

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
52,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
7,875

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
17,499

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
15,750

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
5,250

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
15,750

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
5,250

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
21,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
27,999

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
61,249

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
10,500
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総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
6,999

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
23,625

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
15,750

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
50,749

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
12,249

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
17,499

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
71,749

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
5,250

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
15,750

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
9,624

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
10,500

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
21,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
26,250

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
6,124

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
36,750

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
50,749

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
21,000

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
5,250

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
6,999

総務局 行政課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
13,125

総務局 行政課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成25年度市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（２月分）
302,750

総務局 行政課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第210回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費（プリント料金）の支出について（２月分）
4,144

総務局 行政課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費の支出について（長期契約）（２月分）
8,925

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用コピー代金の支出について（２月分）
948

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第213回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
118,825

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
3,780

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか13点の購入経費の支出について（２月分）
65,080

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点の購入経費の支出について（２月分）
17,600

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用コピー代金の支出について（２月分）
213

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用コピー代金の支出について（２月分）
1,346

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用地方公営企業関係法令実例集追録の購入経費の支出について（第５回中間払い）
10,865

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「季報情報公開・個人情報保護」の購入にかかる経費の支出について
3,800

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（交通費）の支出について
59,200

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線基本料の支払いについて（１月１日～２月28日使用分）
2,631

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線使用料の支払いについて（２月１日～２月28日使用分）
6,058

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報発行に係る電子データ作成業務委託経費の支出について（２月分）
106,060

総務局 行政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用許諾契約に係る経費の支出について（２月分）
48,384

総務局 行政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（2月分）
15,896

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
11,077

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
787

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
3,150

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
16,537

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
787
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総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
2,362

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
10,237

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
394

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
393

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
2,362

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（1月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
787

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（カット紙ほか）合計５点の購入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用及びIT基盤管理用）
152,250

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（カット紙ほか）合計５点の購入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用及びIT基盤管理用）
179,340

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料
大阪市阿波座センタービル第２電気室高圧電気ケーブル修繕に伴う交流無停電電源装置（ＣＶＣＦ１）保守等業務委託に係る経費の支出について(情報処理センター運用
管理用) 115,500

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル第２電気室高圧電気ケーブル修繕に伴う設備保守等業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
651,000

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
2,993,700

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　建物修繕料 大阪市阿波座センタービル第２電気室高圧電気ケーブル修繕業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
666,750

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル第２電気室高圧電気ケーブル修繕に伴う入退室管理装置保守点検業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
63,000

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（トナーほか２点）の購入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
999,600

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
12,951

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料
大阪市阿波座センタービル第２電気室高圧電気ケーブル修繕に伴う交流無停電電源装置(ＣＶＣＦ２)保守等業務委託に係る経費の支出について(情報処理センター運用管
理用) 120,960

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 コピー代金にかかる経費の支出について（一般事務用）2月分
37,609

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 阿波座センタービル昇降機設備保守点検業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（2月分）
61,425

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務に係る経費の支出について（2月分）
1,145,067

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（2月分）
8,590

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
1,656

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 みおネットシステム用機器の賃貸借に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
769,545

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
16,100,910

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
1,806

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（1月分）
4,589,550

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 「クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続」に係る経費の支出について（2月分）
24,150

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
1,540

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページCMS用機器（再リース）の賃貸借契約にかかる経費の支出について（IT基盤管理用）（2月分）
235,137

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
1,506

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
25,725

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(2月分)
1,013

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(2月分)
1,273

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(2月分)
1,127

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(2月分)
748

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 全国住所辞書ソフトウェアライセンスの購入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）
12,547,500

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式の借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(2月分）
988,050

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
1,725

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（2月分）
4,532

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（2月分）
648

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（2月分）
1,033

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（2月分）
28,388

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（2月分）
4,059

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
4,600,260

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
2,300,130

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用iPad利用料の支出について(ＩＴ基盤管理用）2月分
4,728

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（一般事務用）２月分
2,210,806

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
4,589,550

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（一般事務用）２月分
424,201
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総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（一般事務用）２月分
212,101

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
61,425

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
11,077

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
1,417

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
3,150

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）2月分
24,360

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）2月分
2,212,569

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用Androidタブレット利用料の経費支出について(ＩＴ基盤管理用）２月分
3,678

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
204,792

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＰ電話による通信料金の支出について(一般事務用）2月分
45,491

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）2月分
7,318

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
2,073,330

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
30,817

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(2月分)
3,825,780

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(2月分)
2,933,700

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス一式　長期継続に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(2月分)
341,250

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（2月分）
17,379,959

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
787

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
2,992

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
10,237

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
393

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
394

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
2,362

総務局 ＩＴ統括課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（2月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
787

総務局 監察課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 監察関係事務用平成25年度包括外部監査結果報告書の印刷にかかる経費の支出について
288,750

総務局 監察課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（２月開催分）
332,710

総務局 監察課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（２月分）
29,545

市民局 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（１月分）
3,019

市民局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 市民局職員表彰にかかるクオカード購入経費の支出について
10,000

市民局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　事務用品(ＯＡ機器類)の買入にかかる経費の支出について
44,058

市民局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について
15,320

市民局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（2月分1回目）
400

市民局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金について（2月分1回目）
1,850

市民局 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度市民局人権問題研修開催にかかる手話通訳派遣及び同経費の支出について
13,200

市民局 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
12,744

市民局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　印刷製本費 一般事務用　平成２６年度予算説明書の作成及び経費の支出について
291,894

市民局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　②（視覚障害者用）（２月分）
44,100

市民局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　④（カラープリンタ）（２月分）
21,714

市民局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑥（２月分）
116,115

市民局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③（２月分）
23,196

市民局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（２月分）
175,804

市民局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤（２月分）
26,693

市民局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 委託料　委託料 市民交流センターなにわ外９センター管理運営業務に関する所要経費の支出について（よどがわほか２センター３月分）
3,566,850

市民局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 土地の補正項目評価業務委託経費の支出について
126,000

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
11,726

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（４月分追加）
414

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（６月分追加）
2,618

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　事務用品(電気機器・日用品類)の買入にかかる経費の支出について
49,140
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市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（２月分）
216,550

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
4,530

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
3,460

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
4,240

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（3月分1回目）
80

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
8,580

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
780

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
6,190

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
21,190

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
20,790

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
17,430

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
280

市民局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金について（3月分1回目）
6,668

市民局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
6,325

市民局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
7,434

市民局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
5,536

市民局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１１月分）
4,762

市民局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１０月分）
11,916

市民局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 病気休職者との面談にかかる出張について
2,240

市民局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
5,392

市民局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（２月分）
2,776

市民局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（3月分2回目）
320

市民局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１０月分）
540

市民局 区政課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成25年度外国籍住民法律相談の実施及び委託料の支出について（１０月～１月分）
209,475

市民局 区政課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法律相談の実施及び委託料の支出について（１０月～１月分）
20,229,300

市民局 区政課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンター用業務委託料（平成２６年１月分）の支出について
2,400,510

市民局 区政課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１月分）
4,725

市民局 区政課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１月分）
1,575

市民局 区政課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１月分）
4,725

市民局 区政課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１月分）
1,575

市民局 区政課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 大阪市難波サービスカウンター案内表示サインの購入経費の支出について
26,964

市民局 区政課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（１月分）
1,960

市民局 区政課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用　証明書発行システム機器保守契約経費の支出について（１月分）
33,060

市民局 区政課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字自動読取装置用点字プリンタ等一式の借入（福島区役所外３区役所）にかかる使用料の支出について
8,003

市民局 区政課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 日本行政区画便覧外４点買入及び同経費の支出について（3回目/全4回）
1,666,161

市民局 区政課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（１月分）
23,402

市民局 区政課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　広告料 地下鉄駅構内公共情報コーナー・市政広報板自衛官募集ポスターの掲出について（平成26年2月12日～25日掲出）
46,200

市民局 区政課 平成26年03月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（１月分）
1,964

市民局 区政課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（１月分）
24,133

市民局 区政課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（１月分）
163,741

市民局 区政課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（１月分）
25,338

市民局 区政課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（１月分）
20,412

市民局 区政課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（１月分）
16,374

市民局 区政課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（１月分）
5,906

市民局 区政課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区役所住民情報業務等委託にかかる住民基本台帳等事務システム等移設業務にかかる所要経費の支出について
992,250

市民局 区政課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　区政グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
9,462

市民局 区政課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　広告料 地下鉄駅構内公共情報コーナー・市政広報板自衛官募集ポスターの掲出について（平成26年2月19日～3月4日掲出）
46,200

市民局 区政課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市戸籍情報システム運用保守業務委託経費の支出について（１月分）
7,409,937
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市民局 区政課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談会場使用料の支出について（平成２６年３月）
15,200

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成25年12月分　住民情報グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
3,021

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　住民情報グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
5,225

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用　証明書発行システム機器保守契約経費の支出について（２月分）
30,729

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
906

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
525

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
28,455

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用プリンタ一式の借入経費の支出について（２月分）
143,619

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（スキャナ）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
82,026

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
43,512

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム機器用共通ソフトウェア一式借入の経費の支出について（2月分）
1,345,008

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム及び住民基本台帳ネットワークシステムの機器並びに周辺装置借入にかかる経費の支出について（2月分）
3,028,515

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム及び住民基本台帳ネットワークシステム用端末機等機器借入の経費の支出について（2月分）
1,620,150

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
60,480

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入料の支出について（２月分）
856,380

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30）にかかる使用料の支出について（２月分）
435,750

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入の経費の支出について（2月分）
387,450

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入経費の支出について（2月分）
78,750

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置借入経費の支出について（2月分）
202,335

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入の経費の支出について（2月分）
291,900

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用Ｔｈｉｎクライアント一式の借入経費の支出について（２月分）
488,334

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
52

市民局 区政課 平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
91

市民局 区政課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行窓口用区長職務代理者名ゴム印の作製にかかる経費の支出について
12,862

市民局 区政課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター事務用切手購入経費の支出について
20,500

市民局 区政課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 梅田サービスカウンターにおける消火器点検業務委託及び所要経費の支出について（２回目）
2,800

市民局 区政課 平成26年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 梅田サービスカウンターにおける消火器点検業務委託及び所要経費の支出について（２回目）
1,400

市民局 区政課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 難波サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（下期分）
2,703,152

市民局 区政課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 難波サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（下期分）
337,894

市民局 区政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成25年度家庭問題相談用報償金（２月分）の支出について
84,000

市民局 区政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,494

市民局 区政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
4,320

市民局 区政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍先例全集外２点買入にかかる経費の支出について（4回目／全4回）
210,000

市民局 区政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣の実施及び委託料の支出について（２月分）
25,357

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　其他委員等旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
1,320

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年2月分　区政グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
10,088

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
6,738

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
4,120

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 ICTを活用した新しいコミュニケーションシステムの構築に向けた検討に係る実地調査（管外出張）について
28,830

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年2月分　住民情報グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
3,201

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（２月分）
170,742

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（２月分）
1,575

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（２月分）
33,487

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（２月分）
4,725

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成25年度 戸籍情報システム改修業務等にかかる市民局市民部区政課住民情報グループ内労働者派遣業務にかかる経費の支出について（2月分）
125,854

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（２月分）
4,725

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ・クライアント・プリンタ及び周辺機器一式の借入経費の支出について（２月分）
515,855

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字自動読取装置用点字プリンタ等一式の借入（福島区役所外３区役所）にかかる使用料の支出について（２月分）
8,003
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市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（２月分）
1,575

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（３月分）
1,526,280

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（２月分）
879,005

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（２月分）
17,074

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（２月分）
1,132

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（３月分）
355,740

市民局 区政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（２月分）
87,901

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成25年度ＮＰＯ、社会的企業等への人材育成支援事業に係る委託料の支出について（第１回/全２回））
901,391

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成25年度　再チャレンジ支援事業にかかる委託料の支出について（１）（第１回／全２回）
15,308,160

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月11日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用：平成25年度「しごと情報ひろば天下茶屋」建物賃借料の支出について（１月分）
426,380

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　平成25年度ＮＰＯ等との連携による総合的就労サポート事業にかかる委託団体等選定会議（第３回）の開催及び所要経費の支出について
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成25年度「働きながら資格をとる」介護雇用プログラムにかかる委託料の支出について⑦【重点分野雇用創出事業】
1,346,618

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成25年度　再チャレンジ支援事業にかかる委託料の支出について（３）（第1回／全2回）
8,475,067

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成25年度大阪市ジョブアタック事業（若者就職支援事業）に係る委託料の支出について（第２回/全２回）
13,990,737

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成25年度　再チャレンジ支援事業にかかる委託料の支出について（2）（第1回/全2回）
15,662,089

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　１月分市内等交通費の経費支出について
18,694

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成２５年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設機械警備業務委託料の支出について（２月分）
7,350

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　平成25年度大阪市しごと情報ひろば総合的就労支援事業委託団体等選定会議（第１回）の経費支出について
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成２５年度　地域交流・活性化促進事業にかかる委託料の支出について（１）【起業支援型地域雇用創造事業】
4,193,761

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　２月分市内等交通費の経費支出について
18,349

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　平成25年度大阪市しごと情報ひろば総合的就労支援事業委託団体等選定会議（第２回）に係る報償金の支出について
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用平成２５年度「しごと情報ひろば総合的就労支援事業（市費分）」業務委託料の支出について全４回／３回目
11,090,149

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用平成２５年度「しごと情報ひろば総合的就労支援事業におけるキャリアカウンセラー等育成事業」業務委託料の支出について全４回／３回目
13,071,551

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成２５年度　地域交流・活性化促進事業にかかる委託料の支出について（２）【起業支援型地域雇用創造事業】
3,386,055

市民局 地域活動課 平成26年03月11日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 市民活動推進事業運営会議にかかる食糧費（5名分）の支出について
500

市民局 地域活動課 平成26年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 第29回大阪市市民活動推進事業運営会議にかかる委員報償の支出について
64,020

市民局 地域活動課 平成26年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域公共人材バンク登録申請者の面接（地域公共人材選考会議）にかかる委員報償（３名分）の支出について
82,500

市民局 地域活動課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪府防犯協会連合会活動補助金の支出について　防犯・暴力追放運動支援用
3,796,635

市民局 地域活動課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域公共人材選考会議にかかる委員報償（４名分）の支出について
66,000

市民局 地域活動課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 地域防犯対策用　指定区における夜間の青色防犯パトロール活動業務委託（その２）にかかる所要経費の支出について（１月分）
7,087,500

市民局 地域活動課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 第２１回大阪市市民活動推進審議会にかかる委員報酬の支出について（１０名分）
160,050

市民局 地域活動課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用　コピー代金の支出について（２月分）
7,578

市民局 地域活動課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費の支出について（７～９月分）
40,153

市民局 地域活動課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＵＳＢメモリの購入経費の支出について
4,998

市民局 地域活動課 平成26年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 新たな地域コミュニティ支援事業業務委託者審査・評価会議（平成25年度末評価）にかかる食糧費（5名分）の支出について
500

市民局 地域活動課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 第１回　市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる委員報酬（４名分）の支出について
64,020

市民局 地域活動課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　筆耕翻訳料 市民活動推進審議会にかかるテープ起こしにかかる経費の支出について
30,870

市民局 地域活動課 平成26年03月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　手数料 クリック募金システム管理サイト用ＳＳＬサーバ証明書にかかる更新申請の経費の支出について
85,050

市民局 地域活動課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（１２、１月分）
8,296

市民局 地域活動課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 ＮＰＯ法人認証事務用ＦＡＸ回線使用料の支出について（２月分）
2,808

市民局 地域活動課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 平成２６年度各区における「新たな地域コミュニティ支援事業」提案事業者に係る審査資料作成に対する報償金の支払いについて
16,005

市民局 地域活動課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 平成25年度　大阪市市民活動推進助成事業　大阪市男女共同参画施策推進基金事業　事業報告会にかかる委員報償（５名分）の支出について
80,025

市民局 地域活動課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 コミュニティビジネス等促進事業業務委託事業者選定会議にかかる食糧費の支出（３名分）について
300

市民局 地域活動課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 平成25年度大阪市市民活動推進助成事業・大阪市男女共同参画施策推進基金助成事業　事業報告会にかかる食糧費（5名分）の支出について
500

市民局 地域活動課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 ＮＰＯレベルアップ講座事業報告会にかかる食糧費の支出（４名分）について
400

市民局 地域活動課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（2月分）の支出について
9,800

市民局 地域活動課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 地域防犯対策用　大阪市子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助金の支出について（交付番号50
53）

市民局 消費者センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月9日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000
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市民局 消費者センター 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月5日分）に係る講師への報償金の支出について
6,300

市民局 消費者センター 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用展示用図書（「判例から学ぶ消費者法第2版」他15点）購入経費の支出について
30,963

市民局 消費者センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（２月５日分）に係る講師への報償金の支出について
6,300

市民局 消費者センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月5日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１月１部）
10,628

市民局 消費者センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（３月１２日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
17,400

市民局 消費者センター 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 消費者行政活性化用市内出張交通費等の支出について（職員１月２部）
1,340

市民局 消費者センター 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月5日分）に係る講師への報償金の支出について
6,300

市民局 消費者センター 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月14日）に係る講師への報償金の支出について
6,300

市民局 消費者センター 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員1月分1部）
3,336

市民局 消費者センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 第50回大阪市消費者保護審議会における委員報酬の支出について（平成26年1月30日実施分）
208,065

市民局 消費者センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 大阪市消費者保護審議会用　平成25年度第１号案件に関する報告書作成に係る経費の支出について
26,000

市民局 消費者センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,100

市民局 消費者センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 コンピュータ関係費用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（1月分）
6,804

市民局 消費者センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 第50回大阪市消費者保護審議会の開催における会場使用料の支出について（平成26年1月30日実施分）
5,250

市民局 消費者センター 平成26年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用平成２５年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑨への出張について
37,990

市民局 消費者センター 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用市内等出張交通費の支出について（相談員1月分2部）
2,070

市民局 消費者センター 平成26年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用平成２５年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑩への出張について
37,670

市民局 消費者センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月18日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月18日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（２月２４日分）に係る講師への報償金の支出について
6,300

市民局 消費者センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（２月１３日分）に係る講師への報償金の支払について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用ＮＢＬ購入経費の支出について
2,772

市民局 消費者センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用消費者情報購入経費の支出について
5,000

市民局 消費者センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成26年1月分）
44,623

市民局 消費者センター 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　広告料 消費者行政活性化用平成２５年度多重債務相談会・賃貸住宅相談会大阪市営バス車内広告ポスター掲出業務に係る費用の支出について
241,500

市民局 消費者センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月24日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年2月分）
117,101

市民局 消費者センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年2月分）
80,230

市民局 消費者センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年2月分）
7,282

市民局 消費者センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年2月分）
4,725

市民局 消費者センター 平成26年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 消費者行政活性化用多重債務相談会及び賃貸住宅相談会にかかる所要経費の支出について（大阪弁護士会分）
204,020

市民局 消費者センター 平成26年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 消費者行政活性化用多重債務相談会及び賃貸住宅相談会にかかる所要経費の支出について（大阪司法書士会分）
204,260

市民局 消費者センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成26年2月分）
36,046

市民局 消費者センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 啓発展示スペース用大阪市消費者センター展示・啓発コーナー情報提供業務における従事者派遣（平成25年度）に係る費用の支出について（２月分）
92,137

市民局 消費者センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（３月８日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成26年2月分）
46

市民局 消費者センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成26年2月分）
3,730

市民局 消費者センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用　「景品・広告法規便覧」【追録】（４５４～４５８）購入に係る経費の支出について
9,700

市民局 消費者センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用「合意書・示談書・協定書等モデル文例集」（追録第４７号）他４件の購入に係る経費支出について
16,150

市民局 消費者センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用「消費と生活」購入経費の支出について
3,600

市民局 消費者センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 啓発展示スペース用プロバイダー料の支出について（２月分）
3,990

市民局 消費者センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
6,470

市民局 消費者センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 コンピュータ関係費用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（2月分）
6,804

市民局 消費者センター 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 消費者行政活性化用高度な専門相談への相談員の対応力強化研修（2月28日開催分）に係る講師への報償金の支出について
10,650

市民局 企画調整課 平成26年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用もと西成人権文化センター外４施設機械警備業務委託料（２月分）の支出について
160,650

市民局 企画調整課 平成26年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用もと浅香人権文化センター機械警備業務委託料（２月分）の支出について
28,350

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成25年度人権啓発映像ソフトの購入及び同経費の支出について（株式会社映学社）
68,250
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市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成25年度人権啓発映像ソフトの購入及び同経費の支出について（株式会社アスパクリエイト）
186,900

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成25年度人権啓発映像ソフトの購入及び同経費の支出について（株式会社解放出版社）
21,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成25年度人権啓発映像ソフトの購入及び同経費の支出について（共和教育映画社）
73,500

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成25年度人権啓発映像ソフトの購入及び同経費の支出について（ピース・クリエイト有限会社）
63,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 人権啓発用　平成25年度「人権の花」運動実施にかかる消耗品（置型ぬいぐるみ）の購入経費の支出
164,500

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成25年度　「大阪市人権啓発情報誌（KOKOROねっと）」発送業務にかかる委託料の支出について（第4回目/全4回完納分）
101,157

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成25年度人権啓発映像ソフトの購入及び同経費の支出について（NPO法人共生社会をつくるセクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク）
4,500

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成25年度人権啓発映像ソフトの購入及び同経費の支出について（東映株式会社教育映像部）
437,850

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成25年度人権啓発映像ソフトの購入及び同経費の支出について（特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター）
7,500

市民局 人権企画課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 各種会議議事録等作成用ICレコーダ、用地売却関連資料作成用コンパクトデジタルカメラの経費の支出について
20,790

市民局 人権企画課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと飛鳥人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・１月分）の支出について
84,409

市民局 人権企画課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・２月分）の支出について
13,641

市民局 人権企画課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・２月分）の支出について
13,507

市民局 人権企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 【外国籍住民施策用】外国籍住民への窓口対応等に関する実務担当者研修の開催に伴う講師謝礼の支出について
16,890

市民局 人権企画課 平成26年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用もと人権文化センターに係る電話料金（２月分）の支出について
20,299

市民局 人権企画課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 企業向け個人情報保護セミナー開催にかかる講師料等の支出について
79,800

市民局 人権企画課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権室事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
48,503

市民局 人権企画課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 使用料及賃借料　使用料 外国籍住民施策用ネットワーク型市民セミナーの開催にかかる会場使用料等の支出について
10,180

市民局 人権企画課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと西成人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・２月分）の支出について
44,407

市民局 人権企画課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと浅香人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・２月分）の支出について
30,563

市民局 人権企画課 平成26年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 用地管理用未利用地（西成区長橋１）に係る電気料金（２月分）の支出について
4,911

市民局 人権企画課 平成26年03月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと加島人権文化センターに係る電気料金（定額電灯・２月分）の支出について
288

市民局 人権企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 【外国籍住民施策用】多文化共生仕掛け人事業情報交換会の開催に係る講師謝礼の支出について
14,440

市民局 人権企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内出張交通費の支出について（１０月分）
52,940

市民局 人権企画課 平成26年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと南方人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・２月分）の支出について
28,133

市民局 人権企画課 平成26年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用もと西成人権文化センター津守分館に関する地歴調査業務にかかる経費の支出について
315,000

市民局 人権企画課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 大阪市人権行政推進計画（概要版）リーフレット及び「人権が尊重されるまち」指標（概要版）リーフレットの制作にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
102,900

市民局 人権企画課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市人権行政推進計画（概要版）点字版冊子及び「人権が尊重されるまち」指標（概要版）点字版冊子の製作にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
53,077

市民局 人権企画課 平成26年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 補償、補填及賠償金　賠償金 用地管理用・住宅共同施設整備事業用　住民訴訟弁護士報酬請求事件の和解成立に伴う弁護士報酬の支出
12,272,024

市民局 人権企画課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 補償、補填及賠償金　賠償金 用地管理用・住宅共同施設整備事業用　住民訴訟弁護士報酬請求事件の和解成立に伴う弁護士報酬の支出
17,727,976

市民局 人権企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 第27回大阪市人権施策推進審議会の開催にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
170,235

市民局 人権企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 第27回大阪市人権施策推進審議会の開催にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
3,000

市民局 人権企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　筆耕翻訳料 第２７回大阪市人権施策推進審議会会議録作成業務にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
19,740

市民局 人権企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
47,142

市民局 人権企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内出張交通費の支出について（１１月分）
35,389

市民局 人権企画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと加島人権文化センターに係る電気料金（従量電灯・２月分）の支出について
726

市民局 人権企画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと飛鳥人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・２月分）の支出について
88,555

市民局 人権企画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用もと人権文化センター（南方・飛鳥）に係る電話料金（３月分）の支出について
6,474

市民局 男女共同参画課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（城東区民ホール使用料　第２・３回目開催分）
1,900

市民局 男女共同参画課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 都道府県・政令指定都市男女共同参画主管課長等会議への出席及び同経費の支出について
28,420

市民局 男女共同参画課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（１月分・配偶者暴力相談支援用）
6,804

市民局 男女共同参画課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（生野区民センター使用料）
7,850

市民局 男女共同参画課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（此花区民ホール使用料）
5,400

市民局 男女共同参画課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（浪速区民センター使用分）
9,100

市民局 男女共同参画課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（城東区第１回目開催分ホール使用料）
1,000

市民局 男女共同参画課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　筆耕翻訳料 第25回大阪市男女共同参画審議会の開催にかかる会議録作成業務について（審議会用）
16,002

市民局 男女共同参画課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（東成区民センター使用料　第４回目開催分）
2,050

市民局 男女共同参画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 女性の活躍促進に関する意見交換会特別参与の報酬及び旅費の支出について
8,730
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市民局 男女共同参画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 女性の活躍促進プロジェクトチーム拡大ワーキング会議特別参与報酬及び旅費の支出について
26,190

市民局 男女共同参画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 女性の活躍促進に関する意見交換会特別参与の報酬及び旅費の支出について
8,730

市民局 男女共同参画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　費用弁償 女性の活躍促進に関する意見交換会特別参与の報酬及び旅費の支出について
760

市民局 男女共同参画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　費用弁償 女性の活躍促進プロジェクトチーム拡大ワーキング会議特別参与報酬及び旅費の支出について
30,100

市民局 男女共同参画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　費用弁償 女性の活躍促進に関する意見交換会特別参与の報酬及び旅費の支出について
400

市民局 男女共同参画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（旭区民センター使用料）
12,400

市民局 男女共同参画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座における経費の支出について（淀川区民センター使用料）
10,300

市民局 男女共同参画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（城東区民ホール使用料　第４回目開催分）
2,200

市民局 男女共同参画課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　食糧費 第26回大阪市男女共同参画審議会の開催にかかる茶代の支出について（１０名分） （審議会用）
1,000

市民局 男女共同参画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（1月分）
44,217

市民局 男女共同参画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（西淀川区民会館使用料）
7,850

市民局 男女共同参画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（福島区民センター使用料）
10,100

市民局 男女共同参画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域の女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（西区民センター利用分）
5,600

市民局 男女共同参画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（淀川区第５回目開催分）
19,800

市民局 男女共同参画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（西成区民センター利用分）
5,000

市民局 男女共同参画課 平成26年03月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 男女共同参画センター中央・北部・西部館設置消火器の支出について
402,650

市民局 男女共同参画課 平成26年03月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　手数料 男女共同参画センター中央・北部・西部館設置消火器の支出について
136,000

市民局 男女共同参画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　食糧費 平成25年度大阪市女性会議の開催にかかる茶代の支出について（２６名分) （女性会議用）
2,600

市民局 男女共同参画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（２月分・配偶者暴力相談支援用）
1,410

市民局 男女共同参画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度地域における女性リーダー養成講座にかかる経費の支出について（東住吉会館使用料）
5,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（1月分）
64,450

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成25年度｢大阪市人権啓発推進員永年・特別功労者感謝状贈呈式｣感謝状用証書ファイル購入にかかる経費の支出について
8,232

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成25年度「大阪市企業人権推進協議会功労・特別功労企業感謝状」贈呈用証書ファイル購入にかかる経費の支出について
2,100

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（1月分）
14,907

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度「大阪市企業人権推進協議会功労・特別功労企業感謝状」印刷業務にかかる経費の支出について
8,085

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度｢大阪市人権啓発推進員永年・特別功労者感謝状贈呈式｣感謝状等印刷業務にかかる経費の支出について
26,250

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（６月分）
17,432

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（1月分）
6,804

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（７月分）
25,261

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成25年度　KOKOROねっと連携啓発事業における講師謝礼金の支出について
24,220

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
17,475

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
20,484

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（2月分）
16,847

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業用　平成25年度　第３回「人権啓発事業効果検証会議」アドバイザー謝礼の支出
46,940

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（１０月分）
32,102

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 大阪市人権啓発・相談センター周知リーフレットの印刷業務にかかる経費の支出について
52,920

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（2月分）
67,314

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（２月分）
2,152

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（2月分）
6,804

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（２月分）
21,017

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（2月分）
14,630

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 企業啓発用　企業のための人権啓発情報誌アンケートはがき回収に係る後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
130

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（2月分）
3,940

財政局 財務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　平成26年度地方財政への対応に係る説明会の出席にかかる出張旅費の支出について
28,860

財政局 財務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　地方財政（平成26年1月号）の買入にかかる経費の支出について
1,400

財政局 財務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　印刷製本費 市会用　平成26年度予算事業一覧（各区・局別）印刷にかかる経費の支出について
160,650

財政局 財務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　電話回線新設作業にかかる経費の支出について
11,287

財政局 財務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
101,709
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財政局 財務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,722

財政局 財務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
18,226

財政局 財務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
16,002

財政局 財務課 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財務部事務用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
630

財政局 財務課 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　食糧費 財務部事務用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,670

財政局 財務課 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,135

財政局 財務課 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
32,552

財政局 財務課 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,722

財政局 財務課 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
8,284

財政局 財務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　月刊「税」平成25年4月号～平成26年3月号買入にかかる経費の支出について
25,200

財政局 財務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 委託料　委託料 財務部事務用　平成25年度財政局職場風土改善研修業務委託経費の支出について
103,950

財政局 財務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　宿泊費の支出について（２月分（その２））
5,000

財政局 財務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　宿泊費の支出について（２月分（その１））
4,800

財政局 財務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　シャープペンシルの買入にかかる経費の支出について
10,248

財政局 財務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　図書カード（5
000円）外１点の買入
にかかる経費の支出

財政局 財務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　國の予算（平成25年度）の買入にかかる経費の支出について
17,000

財政局 財務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 備品購入費　図書購入費 財務部事務用　「新版逐条地方自治法第７次改訂版」の買入にかかる経費の支出について
15,750

財政局 財務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（２月分）の支出について
17,210

財政局 財源課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 宝くじ事務用 平成２５年度全国自治宝くじ事務協議会事業会計分担金（第２回）の支出について
1,442,000

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第１部 特別会計繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

中央卸売市場事業会計
へ繰替

繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　中央卸売市場事業会計繰出金の支出について（第4回）
272,449,828

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第１部 特別会計繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道事業会計へ繰替 繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　下水道事業会計繰出金の支出について（第3回）
7,203,731,000

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第１部 特別会計繰出金
市民病院事業会計繰出
金

市民病院事業会計へ繰
替

繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　市民病院事業会計繰出金の支出について（第4回）
641,627,000

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

中央卸売市場事業出資
金

繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　中央卸売市場事業会計繰出金の支出について（第4回）
1,354,397,614

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　下水道事業会計繰出金の支出について（第3回）
380,565,925

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
自動車運送事業会計繰
出金

自動車運送事業助成資
金

繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　自動車運送事業会計繰出金の支出について（第2回）
63,471,000

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　高速鉄道事業会計繰出金の支出について（第3回）
2,784,888,127

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　高速鉄道事業会計繰出金の支出について（第3回）
218,844,917

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業出資金 繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　高速鉄道事業会計繰出金の支出について（第3回）
231,000,000

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業出資金 繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　高速鉄道事業会計繰出金の支出について（第3回）
2,077,000,000

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業会計へ繰
替

繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　高速鉄道事業会計繰出金の支出について（第3回）
10,794,375

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金 水道事業会計繰出金 水道事業会計へ繰替 繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　水道事業会計繰出金の支出について（第2回）
8,000,000

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
工業用水道事業会計繰
出金

工業用水道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　工業用水道事業会計繰出金の支出について（第1回）
2,202,000

財政局 財源課 平成26年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
市民病院事業会計繰出
金

市民病院事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成25年度　市民病院事業会計繰出金の支出について（第4回）
2,064,328,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月03日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
17,395,735,229

財政局 財源課（公債） 平成26年03月03日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,668,377,303

財政局 財源課（公債） 平成26年03月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
27,999,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
353,069

財政局 財源課（公債） 平成26年03月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
43,975,313

財政局 財源課（公債） 平成26年03月12日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
127,300,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月12日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月１２日支払分利子支払手数料の支出について
236,250

財政局 財源課（公債） 平成26年03月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
162,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
463,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月１４日支払分利子支払手数料の支出について
630,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
31,150,837

財政局 財源課（公債） 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
80,275,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
52,316,438

財政局 財源課（公債） 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
36,109,739
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財政局 財源課（公債） 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月１７日支払分利子支払手数料の支出について
196,875

財政局 財源課（公債） 平成26年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
601,270,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
77,178,397

財政局 財源課（公債） 平成26年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
131,708,485

財政局 財源課（公債） 平成26年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,732,084,625

財政局 財源課（公債） 平成26年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
124,750,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月１８日支払分キャップ料の支出について
9,719,452

財政局 財源課（公債） 平成26年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月１８日支払分利子支払手数料の支出について
78,750

財政局 財源課（公債） 平成26年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月１８日支払分利子支払手数料の支出について
1,562,981

財政局 財源課（公債） 平成26年03月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
449,845,244

財政局 財源課（公債） 平成26年03月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,324,040

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
19,214,294,292

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
3,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
165,521,975

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
17,666,740

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,099,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
142,966,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
200,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
109,914,104

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
41,525,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
57,342,775

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
54,547,940

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
117,886,043

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
3,240,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
40,801,119

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
365,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
58,477,868

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
6,887,831

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
68,330

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
145,915,745

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,661,824

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,736,360,194

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支出について
860

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月２０日支払分元利金支払手数料の支出について
39,375

財政局 財源課（公債） 平成26年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月２０日支払分利子支払手数料の支出について
550,659

財政局 財源課（公債） 平成26年03月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
112,500,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
67,260,582

財政局 財源課（公債） 平成26年03月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月２４日支払分利子支払手数料の支出について
78,750

財政局 財源課（公債） 平成26年03月25日 公債費会計 繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

公債収入金繰出 繰出金　中央卸売市場整備事業資金 第132回共同発行市場公募地方債の繰出し（市場）
2,642,619,500

財政局 財源課（公債） 平成26年03月25日 公債費会計 繰出金 下水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 第132回共同発行市場公募地方債の繰出し（下水）
5,482,061,700

財政局 財源課（公債） 平成26年03月25日 公債費会計 繰出金 下水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 平成25年度3月財政融資資金借入金の繰出し（下水）
3,350,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月25日 公債費会計 繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　高速鉄道建設事業資金 平成25年度3月財政融資資金借入金の繰出し（高速鉄道）
179,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月25日 公債費会計 繰出金 水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　水道建設事業資金 平成25年度3月財政融資資金借入金の繰出し（水道）
210,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
8,341,746,142

財政局 財源課（公債） 平成26年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
48,293,775
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財政局 財源課（公債） 平成26年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,870,061,272

財政局 財源課（公債） 平成26年03月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
140,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第132回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
1,260,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月２６日支払分利子支払手数料の支出について
157,500

財政局 財源課（公債） 平成26年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第132回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
34,125,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月27日 公債費会計 繰出金 下水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 平成25年度3月地方公共団体金融機構借入金の繰出し（下水）
3,724,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月27日 公債費会計 繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　高速鉄道建設事業資金 平成25年度3月地方公共団体金融機構借入金の繰出し（高速鉄道）
4,901,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月27日 公債費会計 繰出金 水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　水道建設事業資金 平成25年度3月地方公共団体金融機構借入金の繰出し（水道）
600,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
67,260,580

財政局 財源課（公債） 平成26年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第131回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
41,675

財政局 財源課（公債） 平成26年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月２７日支払分キャップ料の支出について
9,669,863

財政局 財源課（公債） 平成26年03月28日 公債費会計 繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

公債収入金繰出 繰出金　中央卸売市場整備事業資金 平成25年度第6回銀行等引受債の繰出し（市場）
449,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月28日 公債費会計 繰出金 港営事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　港営事業資金 平成25年度第6回銀行等引受債の繰出し（港営）
2,092,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月28日 公債費会計 繰出金
市民病院事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　市民病院整備事業資金 平成25年度第6回銀行等引受債（5年）の繰出し（病院）
1,794,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月28日 公債費会計 繰出金
市民病院事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　市民病院整備事業資金 平成25年度第7回公募公債（5年）の繰出し（病院）
1,741,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
62,478,349

財政局 財源課（公債） 平成26年03月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
11,786,569

財政局 財源課（公債） 平成26年03月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（２月分）
4,060

財政局 財源課（公債） 平成26年03月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　広告料 財源調整事務用「大阪市公債償還公告官報掲載」に係る経費の支出について
932,977

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 繰出金
市民病院事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　市民病院整備事業資金 平成25年度第6回銀行等引受債の繰出し（病院）追加分
25,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
5,286,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
52,328,125

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
52,328,125

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
28,890,625

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
52,328,125

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
23,437,500

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
2,182,601

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
2,051,449,100

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
13,337,248,462

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
166,600,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
40,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
549,739

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
96,397,278

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,368,544

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
327,500,266

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
3,775,590,583

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,918,283

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
81,426,301

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,918,283

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,918,283

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公営企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（港営）
7,094,018

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公営企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（下水道）
17,172,237

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　広告料 大阪市公債償還公告に係る官報掲載並びに同経費の支出について
177,378

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年３月３１日支払分元利金支払手数料の支出について
47,250

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年度第６回銀行等引受債に係るアレンジメント手数料の支出について
7,350,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年度第６回銀行等引受債に係るエージェント手数料の支出について
13,650,000

財政局 財源課（公債） 平成26年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 金融情報サービス用パソコン賃貸料及び保守料の支出について（２月分）
3,633
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財政局 管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成25年度大阪市財政局梅田市税事務所及び税務部分室　定期清掃業務委託に係る実施及び同経費の支出について（平成２６年２月１１日実施分）
193,788

財政局 管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（１月分）の支出について
107,886

財政局 管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市長職務代理者用ゴム印１６点買入経費の支出について
34,553

財政局 管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（システムＧ）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（１月分）の支出について
39,121

財政局 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　図書購入費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,500

財政局 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（２月分）
26,250

財政局 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（３月分）
35,380

財政局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
20,644

財政局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分追加請求分）
1,280

財政局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
145,736

財政局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
47,772

財政局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
37,380

財政局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
44,991

財政局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
79,088

財政局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
99,879

財政局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（３月分）
38,400

財政局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（１月分）
21,075

財政局 管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料２月分）
227,668

財政局 管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託経費の支出について（２月分）
81,900

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用判例時報（2/1号）外5点の買入経費の支出について
50,410

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（2月分）の支出について
255,478

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
459,179

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収納管理担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
1,330

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（事業所分）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
1,535

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所固定資産税（土地・家屋）グループに係る後納郵便料金の支出について（２月分）
7,410

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
7,345

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
12,940

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴分）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
1,615

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
4,180

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
21,350

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
29,850

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２６年３月分）の支出について
2,490,252

財政局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２６年３月分）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収管分）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
273,005

財政局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（契約変更後）（３月分）
12,367,425

財政局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
115,500

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（２月分）
2,784

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
9,282,630

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（２月分）
50,508

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（２月分）
65,409

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 京橋市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（２月分）
31,606

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（２月分）
53,566

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（２月分）
70,407

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（２月分）
31,297

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（１月分）
319,566

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（２月分）
758,997

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
1,105,500

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
29,860



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,842

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所軽自動車担当に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
9,785

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（軽自動車税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
5,565

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（２月分）
5,250

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,628

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
15,240

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
2,470

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（2月分）の支出について
3,476

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所個人市民税担当に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
4,855

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所軽自動車担当に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
1,885

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,663

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
14,165

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（納税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
24,995

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所　固定資産税（土地・家屋）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
4,465

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
13,605

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（２月分）
15,750

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市弁天町市税事務所清掃業務委託（２月分）
63,000

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（２月分）
31,080

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市京橋市税事務所清掃業務委託　長期継続の実施及び同経費の支出について（２月分）
66,675

財政局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る貸室賃貸借料の支出について（３月分）
7,456,767

財政局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用端末機器等の一式長期借入経費の支出について（２月分）
4,845,750

財政局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用サーバ機器等の一式長期借入経費の支出について（２月分）
13,151,775

財政局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について　　（２月分）
232,763

財政局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税関係法令判例通達集（追録）（5639-5685号）の買入経費の支出について
89,300

財政局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（2月号）外3点の買入経費の支出について
6,068

財政局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用テスト用Ａ４カット紙外1点買入経費の支出について
42,273

財政局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用記録紙（KC12）（平成25年度下半期分）印刷の支出について
51,450

財政局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（２月分）の支出について
99,590

財政局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（システムＧ）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（２月分）の支出について
41,092

財政局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（２月分）
454,377

財政局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム用サーバ機器及び端末機器用ソフトウェア一式借入経費の支出について（２月分）
5,580,645

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用軽自動車税関係例規集追録（６３－６４号）の買入経費の支出について
40,800

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築と社会（平成２５年１０月～平成２６年３月号）の買入経費の支出について
7,200

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用債権管理・回収モデル文例書式集（追録）（２５号）の買入経費の支出について
4,150

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用地方公共団体徴収実務の要点（追録）（56-58号）外１点の買入経費の支出について
146,340

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（2月分）
24,410

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（2月分）
23,520

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（照会事務処理センター）電話回線（ＦＡＸ）使用料（2月分）の支出について
2,913

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（あべのメディックス）電話回線使用料（２月分）の支出について
34,153

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（2月分）
107,940

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
1,158

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
3,778

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料クレジット収納処理業務委託にかかる支出について
3,045

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ等機器一式長期借入に係る支出について
32,340

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について
136,437

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について
166,472

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について
1,168,362

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務部分室新設に伴う庁内情報利用パソコン等機器長期借入に係る支出について
58,380
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財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
683,234

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（２月分）
97,548

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
310,266

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク（庁内情報系ネットワーク）にかかる回線経費の支出について（２月分）
6,804

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（2月分）
23,864,133

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（2月分）の支出について
1,192,270

財政局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る支出について
50,295

財政局 収税課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る委託料の支出について（H26.1月分）
4,546,806

財政局 収税課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る委託料の支出について（H26.1月分）
5,613,123

財政局 収税課 平成26年03月03日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る委託料の支出について（H26.1月分）
292,260

財政局 収税課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について　長継（H26、1月分）
345,954

財政局 収税課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 大阪市インターネット公売に係るシステム利用料の支出について（第46回）
98,280

財政局 収税課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　建物修繕料 大阪市財政局税務部市債権回収対策室事務室内の扉に係る修繕業務の実施経費の支出について
22,050

財政局 収税課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
17,760

財政局 収税課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 口座振替依頼書折りたたみ形式（当初納税通知書同封用（固定資産税新規課税者））の調製に係る経費の支出について
789,390

財政局 収税課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市税口座振替済報告書の調製に係る経費の支出について
26,853

財政局 収税課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入の実施経費の支出について（平成26年２月分）
73,395

財政局 収税課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 滞納処分書類編綴用ファイルの買入経費の支出について
36,015

財政局 収税課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 市債権収納事務用切手（市債権班・重複滞納整理班）の購入費用の支出について
1,820

財政局 収税課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務に係る委託料の支出について（平成25年度市・府民税（普通徴収）第4期分）
37,800

財政局 収税課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 保育所保育料滞納整理システム情報処理機器用トナーカートリッジほか１点の購入業務の実施経費の支出について
142,065

財政局 収税課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 滞納処分業務用ハンド帳票（滞納処分一件書類綴外5点）の調整経費の支出について
221,550

財政局 収税課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権収納事務用図書（「自治体訴訟事件事例ハンドブック」ほか11冊）の購入経費の支出について
18,550

財政局 収税課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の購入及び同経費の支出について
27,000

財政局 収税課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　図書購入費 市債権収納事務用図書（「自治体訴訟事件事例ハンドブック」ほか11冊）の購入経費の支出について
52,290

財政局 収税課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書の調製に係る経費の支出について
1,178,667

財政局 収税課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 払込書（市税事務所用）の調製に係る経費の支出について
24,570

財政局 収税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,617

財政局 収税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（２月分）
26,688

財政局 収税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権収納事務用情報機器端末画面覗き見防止フィルターの購入業務実施経費の支出について
216,153

財政局 収税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 徴収事務書籍「滞納整理事務の手引」の購入経費の支出について
38,400

財政局 収税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 督促状（ＭＰＮ対応納付書）外１点の調製に係る経費の支出について
966,147

財政局 収税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　図書購入費 税務事務用書籍「書式　支払督促の実務〔全訂九版〕―申立てから手続終了までの書式と理論」の購入経費の支出について
5,775

財政局 収税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について長継（H26.2月分）
345,954

財政局 課税課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年度課税分固定資産税(土地・家屋)印字出力・封入封緘等処理業務委託の本番処理実施の立会に係る出張経費の支出について
49,920

財政局 課税課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　広告料 平成25年分確定申告期周知用ポスターの地下鉄及び市バスへの支出について
452,025

財政局 課税課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成26年1月分）
39,375

財政局 課税課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 固定資産税（家屋）事務用家屋見取図用バインダー買入経費の支出について
160,597

財政局 課税課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成25年12月分）の支出について
6,436

財政局 課税課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（１月分）
27,346

財政局 課税課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 固定資産税（償却資産）申告準備・当初課税関係業務の労働者派遣（概算契約）に係る経費の支出について（平成26年１月分）
2,314,757

財政局 課税課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 固定資産税（家屋）実地調査用かばん買入経費の支出について
28,560

財政局 課税課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 窓口案内（自動音声）システム機器用感熱ロール紙買入の経費の支出について
56,301

財政局 課税課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「第20号様式記載の手引外１点」の印刷経費の支出について
235,620

財政局 課税課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係帳票「法人設立・事務所等開設申告書」の印刷経費の支出について
31,080

財政局 課税課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託経費の支出について（１月分）
107,216

財政局 課税課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託経費の支出について（1月分）
486,553

財政局 課税課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度課税用市民税・府民税一次申告書搬送業務の経費の支出について
128,625



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

財政局 課税課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市民税・府民税賦課事務の参考図書買入の経費の支出について
459,830

財政局 課税課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市民税当初処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成26年1月分）
54,308,987

財政局 課税課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 課税資料等用バインダー買入の経費の支出について
882,588

財政局 課税課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係帳票「法人・事務所等異動届外１点」の印刷経費の支出について
168,882

財政局 課税課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 「市たばこ税納付書」の印刷経費の支出について
19,530

財政局 課税課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「各種申告書等送付用封筒外２点」の買入に係る経費の支出について
114,941

財政局 課税課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度軽自動車税申告依頼はがき等作成に係る事後処理業務（概算契約）に係る処理件数確定による支出について
126,932

財政局 課税課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度軽自動車税申告依頼はがき等作成に係る作表処理業務（概算契約）に係る処理件数確定による支出について
137,397

財政局 課税課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成26年1月分）の支出について
7,081

財政局 課税課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 固定資産税（家屋）事務用住宅減額適用切れビラ印刷経費の支出について
39,690

財政局 課税課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 固定資産経年異動判読運用機器長期借入に係る経費の支出について（２月分）
77,910

財政局 課税課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 地方財政審議会固定資産評価分科会の傍聴に係る管外出張旅費の支出について
29,050

財政局 課税課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度市民税・府民税申告書出力処理業務委託（概算契約）の経費の支出について
658,406

財政局 課税課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成26年2月分）
39,375

財政局 課税課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市民税当初処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成26年2月分）
27,583,510

財政局 課税課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度市民税・府民税申告書封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について
629,905

財政局 課税課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託経費の支出について（２月分）
5,670

財政局 課税課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度軽自動車税定期課税関係業務に係る労働者派遣（長期継続）の支出について（２月分）
749,854

財政局 課税課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成２５年度固定資産税（土地・家屋）関係業務に係る労働者派遣の実施に係る経費（2月分）の支出について
794,449

財政局 課税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 第1回「課税資料入力業務等委託」に係る総合評価一般競争入札検討会議謝礼金の支出について
17,585

財政局 課税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 第1回「課税資料入力業務等委託」に係る総合評価一般競争入札検討会議謝礼金の支出について
16,005

財政局 課税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成26年2月分）の支出について
8,611

財政局 課税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係帳票「法人市民税　減免申請書」の印刷経費の支出について
13,860

財政局 課税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係書籍「法人税法規集」外3点の買入に係る経費の支出について
66,030

財政局 課税課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　広告料 平成25年分確定申告期周知用ポスターのＪＲ西日本（大阪環状線）への掲出に係る支出について
63,000

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（２月分）
5,160

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年分地区相談会場借料経費分担金の支出について（２/２６使用分）
20,200

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 防火対象物定期点検報告及び防災管理点検報告業務委託経費の支出について
55,650

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所税務事務用輪ゴム外12点買入経費の支出について
36,936

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（26年3月分）
219,600

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 梅田市税事務所電源キュービクル年次点検業務委託経費の支出について
168,000

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金の支出について（大淀地区税務協議会）
41,116

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金の支出について（東淀川地区税務協議会）
142,243

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金の支出について（西淀川地区税務協議会）
34,236

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金の支出について（北地区税務協議会）
38,813

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年分地区相談会場借料経費分担金の支出について（３/６使用分）
20,200

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所税務事務用データ印外3点作成経費の支出について
3,729

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（3月追加分）
29,560

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年分納税相談会場借料経費分担金の支出について（東淀川地区税務協議会）
100,166

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出について
1,180

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出について
960

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所　非常勤嘱託職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年1月分）
1,750

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所　臨時的任用職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年1月分）
2,230

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（3月分）
92,100

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用温湿度計外１０点買入に係る実施及び経費の支出について
82,950

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（城東税務署管内分）
110,143

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（旭税務署管内分）
94,768

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所　非常勤嘱託職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年2月分）
1,177
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財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所　臨時的任用職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年2月分）
300

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所　再任用職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年2月分）
1,200

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 港区事前年金相談会場使用料に係る分担金の支出について
23,333

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所一般事務用消耗品買入に係る経費の支出について
9,187

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について
26,100

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（港・大正地区）
58,718

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（西地区）
44,005

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（福島・此花地区）
57,575

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大正区申告相談会場使用料に係る分担金の支出について
187,872

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（２月分）
4,640

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（２月分）
5,400

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所固定資産税（家屋）関係経費消耗品買入に係る経費の支出について
3,150

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分確定申告説明会場の会場使用料分担金の支出について（東成区民センター）
42,166

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用切手購入代金の支出について（3月分）
246,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　建物修繕料 なんば市税事務所５階職員用出入口に係る電気錠修繕の経費支出について
92,400

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(臨時職員分）（平成26年1月分）
530

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(再任用職員分）（平成26年2月分）
860

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（東地区税務協議会）
34,928

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（南地区税務協議会）
37,050

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（天王寺地区税務協議会）
36,499

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（浪速地区税務協議会）
25,647

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（生野地区税務協議会）
55,842

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（東成地区税務協議会）
33,737

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務事務用デジタルカメラほか１点買入に係る経費の支出について
35,752

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務事務用データ印買入の経費支出について
2,100

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（3月分）
219,500

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
500

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(西成地区)
34,279

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成25年分所得税確定申告書等申告指導会場の借り上げに係る分担金の支出について(住吉・住之江地区)
32,769

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(東住吉・平野地区)
151,183

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(阿倍野地区)
52,577

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成25年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(住吉・住之江地区)
109,238

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所事務用ゴム印ほか７点消耗品買入経費の支出について
15,015

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 臨時職員(アルバイト)の市内出張交通費の支出について（２月分）
3,660

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（2月分）
5,740

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（2月分）
11,100

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 船場法人市税事務所分室における電子レジスター買入（その２）経費の支出について
104,790

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度 個人市・府民税（特別徴収）当初課税事務における労働者派遣の導入経費の支出について（1月分）
212,958

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について(3月分)
61,600

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費の支出について（2月分）
32,130

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
400

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所税務事務用ゴム印買入経費の支出について
15,025

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所派遣スペースにかかる電話回線設置経費の支出について
4,200

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度 個人市・府民税（特別徴収）当初課税事務における労働者派遣の導入の実施及び同経費の支出について（2月分）
2,066,628

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所における税務事務用液状のり外13点買入経費の支出について
64,871

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金３月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３５件）
106,100
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金３月分の支出について（歳出）
7,000,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１１件）
2,165,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５９件）
1,437,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１７件）
12,345,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
34,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４３件）
1,274,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５１件）
225,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
4,888

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１２件）
3,992,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
36,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１７件）
471,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
6,593

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
36,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１５件）
72,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
1,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
406,204

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２件）
416,223

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４５件）
2,732,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
50,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる加算金の支出について（単票）
12,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４９件）
1,276,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１５件）
138,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７６件）
9,268,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２０件）
160,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９１件）
4,532,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
150

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務(集中整理第3班）にかかる管外出張旅費の支出について（追加）
7,030

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
3,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１８件）
986,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
15,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
2,876

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２５件）
445,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
37,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
4,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３８件）
726,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３件）
7,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
11,294

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２８件）
314,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
18,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票）
200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
5,075

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４２件）
2,050,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２３件）
58,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４２件）
987,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２７件）
277,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
1,970

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４２件）
2,146,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２３件）
103,700
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２５件）
1,342,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
66,074

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３５９件）
2,644,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付１件）
9,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４６件）
209,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
8,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９５件）
2,540,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
32,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
24,976

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
31,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１３件）
139,900

都市計画局 都市計画課 平成26年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 国土利用計画法関係事務用　都道府県地価調査担当者会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,620

都市計画局 都市計画課 平成26年03月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用東京都管外出張旅費の支出について
28,020

都市計画局 都市計画課 平成26年03月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用東京都管外出張旅費の支出について
27,720

都市計画局 都市計画課 平成26年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる支出について（１月分）
168,000

都市計画局 都市計画課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 第29回政令市都市計画主管局長会議にかかる管外出張旅費の支出について
24,800

都市計画局 都市計画課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 都市計画広報連絡事務用分担金の支出について
500,000

都市計画局 都市計画課 平成26年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２５年１１月分市内出張等旅費の支出について
16,634

都市計画局 都市計画課 平成26年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２５年１１月分市内出張等旅費の支出について
2,720

都市計画局 都市計画課 平成26年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２５年１２月分市内出張等旅費の支出について
19,116

都市計画局 都市計画課 平成26年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２５年１２月分市内出張等旅費の支出について
3,950

都市計画局 都市計画課 平成26年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 国家戦略特区の地域指定に向けた国への説明にかかる管外出張旅費の支出について
28,530

都市計画局 都市計画課 平成26年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 国家戦略特区の国土交通省への説明にかかる管外出張旅費の支出について
28,720

都市計画局 都市計画課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　費用弁償 国土利用計画法関係事務用　大阪市土地利用審査会委員任命式の開催に係る経費の支出について（費用弁償）
5,460

都市計画局 都市計画課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）サーバ機器及び周辺装置一式使用料の支出について（2月分）
449,400

都市計画局 都市計画課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用ソフトウェアの長期借入に係る使用料の支出について（2月分）
183,435

都市計画局 都市計画課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画窓口システム用機器一式使用料の支出について（２月分）
33,495

都市計画局 都市計画課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式使用料の支出について（２月分）
83,685

都市計画局 交通政策課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用　地域公共交通施策（横浜市）に関するヒアリング等に係る出張旅費の支出について
26,530

都市計画局 交通政策課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 数字でみる鉄道２０１３ほか購入経費の支出について
11,697

都市計画局 交通政策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 鉄道整備連絡事務用東京都管外出張旅費の支出について
28,100

都市計画局 交通政策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 鉄道整備連絡事務用東京都管外出張旅費の支出について
28,020

都市計画局 交通政策課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報償費　報償金 総合交通対策関係事務用　報償金に係る源泉所得税徴収誤りに伴う還付額の支出について
10,788

都市計画局 交通政策課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分市内出張等旅費の支出について
7,494

都市計画局 交通政策課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分市内出張等旅費の支出について
560

都市計画局 交通政策課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分市内出張等旅費の支出について
5,340

都市計画局 交通政策課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分市内出張等旅費の支出について
5,617

都市計画局 交通政策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 鉄道整備協力費 貸付金　貸付金 大阪外環状線建設事業用　平成25年度分貸付金の支出について
842,400,000

都市計画局 交通政策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 鉄道整備協力費 貸付金　貸付金 大阪外環状線建設事業用　平成25年度（平成24年度繰越分）貸付金の支出について
167,400,000

都市計画局 総務担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　「うめきた２期開発」に関する打ち合わせ等に伴う出張旅費の支出について
28,620

都市計画局 総務担当 平成26年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 科学技術振興調査用　科学技術振興施策にかかる連絡調整等に伴う出張旅費の支出について
28,730

都市計画局 総務担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　国家戦略特区ヒアリング出席等に伴う出張旅費の支出について
28,030

都市計画局 総務担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 委託料　委託料 一般事務用庁内情報利用端末保守業務の実施に伴う委託料の支出について
69,758

都市計画局 総務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内および近接地出張旅費の支出について（１月分）
9,339

都市計画局 総務担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内および近接地出張旅費の支出について（１月分）
20,354

都市計画局 総務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　「うめきた2期区域」に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
36,850

都市計画局 総務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,640

都市計画局 総務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
600
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都市計画局 総務担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 科学技術振興調査用　科学技術振興施策に関する意見交換に伴う出張旅費の支出について
28,020

都市計画局 総務担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 科学技術振興調査用　地域イノベーション支援施策に関する意見交換等に伴う出張旅費の支出について
28,180

都市計画局 総務担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う賃借料の支出について(２月分)
168,126

都市計画局 総務担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う賃借料の支出について(２月分)
78,535

都市計画局 総務担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う賃借料の支出について(２月分)
120,309

都市計画局 総務担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用プリンタ機器一式借入 H25－3に伴う賃借料の支出について（２月分）
630

都市計画局 総務担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用プリンタ機器一式借入 H25－2に伴う賃借料の支出について(２月分)
399

都市計画局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　テープのり外13点の購入経費の支出について
65,625

都市計画局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 委託料　委託料 一般事務用庁内情報プリンタ機器一式 保守業務委託 H25-1にかかる支出について(2月分)
7,875

都市計画局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入にかかる使用料の支出について（２月分）
3,937

都市計画局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う賃借料の支出について(2月分)
26,510

都市計画局 総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報償費　賞賜金 一般事務用　平成25年度　都市計画局長表彰にかかる賞賜金の支出について
160,000

都市計画局 総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナー購入代金の支出について
43,197

都市計画局 総務担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（２月分）
95,061

都市計画局 総務担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（２月分）
18,382

都市計画局 総務担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（２月分）
19,587

都市計画局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
7,670

都市計画局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
27,230

都市計画局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
90,630

都市計画局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
16,830

都市計画局 総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用地方自治関係実例判例集外３点買入経費の支出について
125,500

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成25年工業統計調査に係る消耗品の購入経費の支出について
44,756

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（１月分）
783

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（１月分）
1,246

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（１月分）
540

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（１月分）
6,732

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計調査員研修確保対策事務用　大阪市登録調査員登録事務に係る封筒購入経費の支出について
10,311

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 統計調査員研修確保対策事務用　平成25年度都道府県別登録調査員等研修に係る報償金の支出について
4,760

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（２月分）
513

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（２月分）
3,238

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（２月分）
1,020

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（２月分）
513

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計整備事務用統計資料室内管理用端末の使用料について（２月分）
12,915

都市計画局 統計調査担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成25年度経済センサス調査区管理に係る住宅地図購入経費の支出について
233,037

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１月２８日実施分）
20,758

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　費用弁償 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１月２８日実施分）
27,880

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　筆耕翻訳料 「うめきた2期区域開発に関する民間提案募集」第1回質問に対する回答英語翻訳業務経費の支出について
257,250

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　筆耕翻訳料 「うめきた２期区域開発に関する民間提案募集　募集要項」英語翻訳業務経費の支出について
206,850

都市計画局 イノベーション担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の利用にかかる経費の支出について（２月請求分）
26,122

都市計画局 イノベーション担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線（国際電話）の利用にかかる経費の支出について（２月請求分）
246

都市計画局 イノベーション担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 大阪イノベーションハブ清掃等業務委託料の支出について（2月分）
419,811

都市計画局 イノベーション担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する乾式電子複合機（白黒）の使用にかかる経費の支出について（２月分）
11,095

都市計画局 イノベーション担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費（２月分）の支出について
6,804

都市計画局 イノベーション担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（２月分）の支出について
55,611

都市計画局 イノベーション担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（1月21日～2月20日分）
170,639

都市計画局 イノベーション担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（３月分）の支出について
1,089,148

都市計画局 開発計画課 平成26年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（1月分）
2,400

都市計画局 開発計画課 平成26年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（1月分）
105
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都市計画局 開発計画課 平成26年03月05日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年JR関西本線地下化事業にかかる下期負担額の支出について
270,451,000

都市計画局 開発計画課 平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営用業務委託経費の支出について（1月分）
264,432

都市計画局 開発計画課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 自動走行自動車の打合せ等のための出張旅費の支出について
28,420

都市計画局 開発計画課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用中之島５丁目のまちづくりに関する地権者協議のための管外出張旅費の支出について（2月20日分）
28,160

都市計画局 開発計画課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（1月分）
11,020

都市計画局 開発計画課 平成26年03月17日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
2,346

都市計画局 開発計画課 平成26年03月17日 土地先行取得事業会計 都市開発資金事業費 事業費 土地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
3,384

都市計画局 開発計画課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（１月分）
28,972

都市計画局 開発計画課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　特別旅費 フランス共和国で開催する不動産プロフェッショナル国際マーケット会議に参加のための旅費等の支出について
516,367

都市計画局 開発計画課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（２月分）
6,804

都市計画局 開発計画課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリ借入にかかる経費の支出について（2月分）
3,937

都市計画局 開発計画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　２月分）
100

都市計画局 開発計画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（2月分）
20,302

都市計画局 開発計画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金等の支出について（2月分）
7,682

都市計画局 開発計画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営用業務委託経費の支出について（2月分）
264,432

都市計画局 開発計画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（3月分）
186,089

都市計画局 開発計画課 平成26年03月31日 土地先行取得事業会計 都市開発資金事業費 事業費 土地取得費 委託料　委託料 天王寺区夕陽丘町地内における樹木剪定及び伐採業務委託料の支出について
315,000

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（１月分）
12,794

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用市内出張等の旅費の支出について（平成26年1月分）
8,484

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　食糧費 都市景観委員会用第37回大阪市都市景観委員会に係る食糧費の支出について
700

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　問答式　都市計画・開発法規の実務　外１点　買入経費の支出について
4,350

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（２月分）
12,893

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用・建築美観誘導事務用　開発許可質疑応答集　外２点　買入経費の支出について
9,100

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用・建築美観誘導事務用　開発許可質疑応答集　外２点　買入経費の支出について
33,800

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（２月分）
3,670

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 都市景観委員会用第38回大阪市都市景観委員会速記録作成業務に係る経費の支出について
47,250

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 御堂筋の活性化に向けたクオリティの高いにぎわい施設誘導にかかるインセンティブ等のあり方の検討調査業務委託の支出について
3,528,000

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用市内出張等の旅費の支出について（平成26年2月分）
8,834

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 わがまちナイス・スポットの発見用都市景観資源登録証印刷用用紙購入に係る経費の支出について
2,520

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　食糧費 都市景観委員会用第38回大阪市都市景観委員会に係る食糧費の支出について
800

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 開発許可関係事務用　第37回大阪市開発審査会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
94,575

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 都市景観委員会用第38回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
151,320

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 開発許可関係事務用　第36回大阪市開発審査会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
113,490

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 開発許可関係事務用　第37回大阪市開発審査会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
3,610

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 都市景観委員会用第38回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
11,180

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 開発許可関係事務用　第36回大阪市開発審査会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
3,610

都市計画局 開発誘導課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　事項別　都市計画法規実務事典　買入経費の支出について
3,480

都市計画局 建築企画課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１月分）の支出について
51,577

都市計画局 建築企画課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１月分）の支出について
32,242

都市計画局 建築企画課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築審査会事務　事務用品の購入にかかる経費の支出について
9,859

都市計画局 建築企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築基準行政事務　切手の購入にかかる経費の支出について
1,150

都市計画局 建築企画課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　ＦＡＸ用トナーキットの購入にかかる経費の支出について
36,855

都市計画局 建築企画課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（２月分）の支出について（相談用）
13,007

都市計画局 建築企画課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用（２月分）平成２５年度　建築計画概要書等の写しの交付等業務委託料の支出について
168,771

都市計画局 建築企画課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（８月分）の支出について
69,436

都市計画局 建築企画課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（９月分）の支出について
56,257

都市計画局 建築企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　処理申込票等の印刷にかかる経費の支出ついて
11,550

都市計画局 建築企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会２月定例会）の支出について
600
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都市計画局 建築企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　モノクロファクシミリ使用料の支出について（２月分）
12,180

都市計画局 建築確認課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 再エネ導入・省エネ適合等に係る東京・横浜出張旅費の支出について
56,520

都市計画局 建築確認課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度大阪市建築物環境配慮推進委員会表彰候補建築物現地視察の開催並びに同経費の支出について
64,020

都市計画局 建築確認課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度第1回大阪市建築物環境配慮推進委員会の開催並びに同経費の支出について
80,025

都市計画局 建築確認課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成25年度第1回大阪市建築物環境配慮推進委員会の開催並びに同経費の支出について
3,750

都市計画局 建築確認課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成25年度大阪市建築物環境配慮推進委員会表彰候補建築物現地視察の開催並びに同経費の支出について
2,650

都市計画局 建築確認課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築物環境配慮推進委員会事務用食糧費（平成25年度　第1回　大阪市建築物環境配慮推進委員会）の支出について
500

都市計画局 建築確認課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　2月分（GBRC）
117,100

都市計画局 監察課 平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金の支出について
1,000,000

都市計画局 監察課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（１・２月分）の支出について
2,040

福祉局 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（平成２６年１月分）
5,593

福祉局 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 人事事務用　辞令用紙の印刷にかかる支出について
7,527

福祉局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナーカートリッジの支出について
97,020

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（介護保険課)(平成26年2月分）
5,985

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・更生相談所一時保護所）（平成26年2月分）
7,560

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑧　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成24年3月導入）の長期借入について（平成２６年２月分）
229,148

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑳　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）（平成26年2月分）
6,510

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）（平成26年2月分）
5,460

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成22年7月導入）の長期借入について（平成２６年２月分）
51,555

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑫　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）」経費の支出について（平成２６年２月分）
28,875

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成23年3月導入）の長期借入について（平成２６年２月分）
885,945

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）（平成26年2月分）
27,720

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所分室）(平成26年2月分）
6,615

福祉局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑤　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成22年5月導入）の長期借入について（平成２６年２月分）
117,264

福祉局 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障害者用パソコン等機器の長期借入の実施及び所要経費の支出について（平成26年2月分）
51,849

福祉局 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２６年２月分）
128,656

福祉局 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２５年度デジタル印刷機長期借入（総務部）の実施及び所要経費の支出について（平成２６年２月分）
9,828

福祉局 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）その２」経費の支出について（平成２６年２月分）
59,640

福祉局 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２６年２月分）
171,355

福祉局 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年１月分）
28,080

福祉局 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（2月分）
6,272

福祉局 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ④　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成22年3月導入）の長期借入について（平成２６年２月分）
233,770

福祉局 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成26年３月分）
755,476

福祉局 総務課 平成26年03月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年１月分）
27,395

福祉局 総務課 平成26年03月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（2月分）
6,118

福祉局 総務課 平成26年03月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成26年３月分）
737,052

福祉局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　流込ゴム印の購入費用の支出について
441

福祉局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　レーザープリント用トナーカートリッジ買入経費の支出について
110,250

福祉局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 寄付収受に係る一般貨物輸送(書籍)の実施及び所要経費の支出について
52,500

福祉局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 備品購入費　図書購入費 事務参考用　コンメンタール行政法１行政手続法・行政不服審査法第２版の買入にかかる経費の支出について
6,090

福祉局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（２月分）
5,004

福祉局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（２月分）
156

福祉局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（２月分）
4,467

福祉局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（２月分）
8,906

福祉局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（２月分）
1,478

福祉局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（２月分）
4,621

福祉局 総務課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（２月分）
866

福祉局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 法人選考専門分科会委員報酬及び交通費の支出について（2月27日実施分）（7名分）
112,035
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福祉局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 法人選考専門分科会委員報酬及び交通費の支出について（2月27日実施分）（7名分）
3,660

福祉局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年２月分コピー代金の支出について（２台分）
38,998

福祉局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室事務用　台車の買入及び所要経費の支出について
13,074

福祉局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
13,880

福祉局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成26年２月分）
730

福祉局 総務課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年２月分コピー代金の支出について（２台分）
38,046

福祉局 総務課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室事務用　台車の買入及び所要経費の支出について
12,756

福祉局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成26年2月分コピー代金の支出について（10台分）
370,055

福祉局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　シュレッダー用ゴミ袋外１点買入経費の支出について
18,165

福祉局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ②　一般事務用　平成26年2月分コピー代金の支出について（2台分）
71,396

福祉局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ③　一般事務用　平成26年2月分コピー代金の支出について（1台分）
5,093

福祉局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 福祉局文書等逓送業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２６年２月分）
55,510

福祉局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 福祉局文書等逓送業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２６年２月分）
111,020

福祉局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市保護司研修等事業にかかる補助金の支出について
554,564

福祉局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課事務用　市内出張旅費11月分から2月分の支出について
11,010

福祉局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（平成２６年２月分）
8,004

福祉局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（４回線）の支出について（２月分）
43,583

福祉局 総務課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（４回線）の支出について（２月分）
42,520

福祉局 経理・企画課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外３点　買入（年間購読）に係る支払について（２月分）
37,218

福祉局 経理・企画課 平成26年03月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 臨時福祉給付金支給事業における労働者派遣契約に係る総合評価一般競争入札検討会議の開催及び同所要経費の支出について
32,810

福祉局 経理・企画課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 管財グループ事務用住宅地図他5点の支出について
56,364

福祉局 経理・企画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（26年2月分）
16,485

福祉局 経理・企画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調査研究用「厚生法規総覧追録（４５２６～４５３６号）」買入に係る経費の支出について
31,647

福祉局 経理・企画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（26年2月分）
9,748

福祉局 経理・企画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（26年2月分）
12,110

福祉局 経理・企画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　手数料 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（26年2月分）
32,000

福祉局 経理・企画課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用もと生江地区共同浴場の電気代の支出について（2月分）
355

福祉局 経理・企画課 平成26年03月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る中央卸売市場本場業務管理棟の借上げ経費の支出について（３月分共益費）
1,035,846

福祉局 経理・企画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２５年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（２月分）
18,585

福祉局 経理・企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ市内出張交通費の支払いについて（平成２６年２月分）
2,070

福祉局 経理・企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 共同浴場の財産処分に関する厚生労働省との協議にかかる管外出張ついて
85,580

福祉局 経理・企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調査研究用「問答式　社会福祉の法律実務（１００号）」買入に係る経費の支出について
4,850

福祉局 経理・企画課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（26年2月分）
2,872,545

福祉局 経理・企画課 平成26年03月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る中央卸売市場本場業務管理棟の借上経費の支出について（事務所賃料３月分）
4,491,520

福祉局 経理・企画課 平成26年03月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 社会福祉センター大規模修繕工事におけるコンサルタント料の支出について
728,238

福祉局 経理・企画課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 管財グループ事務用書籍の購入について
5,220

福祉局 経理・企画課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 社会福祉センター会議室用テーブルの支出について
66,675

福祉局 経理・企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用普通旅費の支出について（２月分）
23,250

福祉局 経理・企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用ゴム印の買入れに係る支出について
299

福祉局 経理・企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（2月分）
136,631

福祉局 経理・企画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 社会福祉センター（アーバンヒル上町）大規模修繕にかかる修繕積立金の一括支出について
36,338,092

福祉局 更生相談所 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（１月分）の支出について
58,956

福祉局 更生相談所 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（１月分）の支出について
76,849

福祉局 更生相談所 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（１月分）
42,449

福祉局 更生相談所 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 更生相談所管理用コピー代(管理担当　1月分)の支出について
13,990

福祉局 更生相談所 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 更生相談所業務用庁内情報ネットワーク通信サービス提供料の支出について（1月分）
6,804

福祉局 更生相談所 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人福祉業務用市内出張費の支出について（平成26年1月分）
1,600

福祉局 更生相談所 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費(近接地含む)の支出について(12月分　生保・心理)
43,570
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福祉局 更生相談所 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費(近接地含む)の支出について(1月分　生保・心理)
48,340

福祉局 更生相談所 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）１月分
1,109,322

福祉局 更生相談所 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）１月分
934,574

福祉局 更生相談所 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）１月分
1,506,790

福祉局 更生相談所 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 市内(近接地含)出張交通費の支出について（10月戻入再決議分）
1,620

福祉局 更生相談所 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張費の支出について(1月31日橡生の里出張分)
3,780

福祉局 更生相談所 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張費の支出について(1月31日さわやか荘出張分)
3,780

福祉局 更生相談所 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張費の支出について(1月27日りんくうみなと出張分)
1,340

福祉局 更生相談所 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　管外出張旅費の支出について（２月１０日分）
1,240

福祉局 更生相談所 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張費の支出について(1月28日りんくうみなと出張分)
1,340

福祉局 更生相談所 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（２月分）の支出について
322,011

福祉局 更生相談所 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（２月分）の支出について
1,586,797

福祉局 更生相談所 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（２月分）の支出について
2,460,960

福祉局 更生相談所 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
237,494

福祉局 更生相談所 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
31,656

福祉局 更生相談所 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
21,937

福祉局 更生相談所 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　建物修繕料 緊急入院保護業務センター空調設備補修工事にかかる経費の支出について
44,766

福祉局 更生相談所 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
34,954

福祉局 更生相談所 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
4,575

福祉局 更生相談所 平成26年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
31,634

福祉局 更生相談所 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 更生相談所管理用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,865

福祉局 更生相談所 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 更生相談所事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
80

福祉局 更生相談所 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（業務センター２月分）
19,397

福祉局 更生相談所 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（調査室２月分）
9,486

福祉局 更生相談所 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護業務センター）２月分の支出について
10,000

福祉局 更生相談所 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護業務センター）２月分の支出について
2,520

福祉局 更生相談所 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 更生相談所管理用自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
7,980

福祉局 更生相談所 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 更生相談所管理用電気使用料の支出について（2月分）
201,703

福祉局 更生相談所 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 更生相談所事業用　老人保護措置費（葬祭費）の支出について
169,840

福祉局 更生相談所 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター内庁内情報ネットワーク回線等使用料（２月分）について
6,804

福祉局 更生相談所 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）３月分の支出について（２回目）
693,000

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（２月分）の支出について
58,427

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 更生相談所管理用コピー代(2月分　保護担当)の支出について
19,980

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　管外出張旅費の支出について（２月２６日分）
1,240

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張費の支出について(1月21日ジョイガーデン　戻入再決議分)
3,240

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張費の支出について(3月7日橡生の里出張分)
3,780

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費(近接地含む)の支出(12月分)戻入再決議について
300

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（２月分）の支出について
76,182

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（２月分）の支出について（差出分）
190,620

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 更生相談所生活保護事務用郵便料金の支出について（２月分）
129,355

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（２月分）の支出について（受取人払分）
38,860

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 現年度歳出戻入金（本庁執行分）の過誤納付にかかる還付について
4,556

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）４月分の支出について
3,998,700

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（３月分）の支出について
221,362

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）２月分
1,418,149

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）４月分の支出について
462,000

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）２月分
332,183

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）４月分の支出について
30,000
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福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（３月分）の支出について
1,344,883

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（３月分）の支出について
1,971,855

福祉局 更生相談所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）２月分
1,054,360

福祉局 地域福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　１１月分出張旅費の支出について
10,700

福祉局 地域福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援制度に関する実務者の意見交換への出席にかかる経費の支出について
28,020

福祉局 地域福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 民生委員・児童委員用交付物品（名誉会長・名誉民生委員章）の購入経費の支出について
182,490

福祉局 地域福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年版民生委員手帳の購入にかかる経費の支出について
415,642

福祉局 地域福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 退任民生委員・児童委員への交付物品（金盃）の購入経費の支出について
507,738

福祉局 地域福祉課 平成26年03月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 自立支援事業用　平成２５年度　ホームレス自立支援関係事業事業者選定会議　委員報償の支出について（第１回　キャリアカウンセリング業務部会）
50,335

福祉局 地域福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援事業用横浜市出張にかかる出張命令について（平成25年度簡易宿所密集地域等所管課長会議）
27,460

福祉局 地域福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年版民生委員手帳ビニールカバーの購入にかかる経費の支出について
97,020

福祉局 地域福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援事業用市内出張交通費（１月分）の支出について
25,081

福祉局 地域福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　１２月分出張旅費の支出について
8,570

福祉局 地域福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（３月支給決定・民間賃貸住宅_３月中支払分）の支出について
442,000

福祉局 地域福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 高齢者虐待防止対応マニュアル（概要版）の作成及び同所要経費の支出について
222,600

福祉局 地域福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業委託料の支出について（平成25年度第１四半期から第３四半期追給分について）
451,271

福祉局 地域福祉課 平成26年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業委託料の支出について（平成25年度第１四半期から第３四半期追給分について）
2,820,494

福祉局 地域福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　１月分出張旅費の支出について
3,600

福祉局 地域福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 民生委員・児童委員活動記録集計表の印刷経費の支出について
56,962

福祉局 地域福祉課 平成26年03月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 自立支援事業用　自立支援センターにおけるキャリアカウンセリング業務委託料（平成２６年２月分）の支出について
759,360

福祉局 地域福祉課 平成26年03月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲１施設物品使用料（平成２６年２月分）の支出について
1,521,153

福祉局 地域福祉課 平成26年03月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲２施設物品使用料（平成２６年２月分）の支出について
1,771,350

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援事業用市内出張交通費（２月分）の支出について
10,814

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
225,738

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
297,938

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
255,306

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
32,130

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（住宅分２４台）借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
26,460

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
1,174,543

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
1,191,750

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分７７台）借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
72,660

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分２０３台）借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
612,948

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
1,551,938

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
203,076

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
297,937

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
224,997

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
328,622

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
595,875

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
393,448

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務４にかかる委託料の支出について（２月納品分）
5,754,000

福祉局 地域福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（２月分）
983

福祉局 地域福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉課（企画グループ）市内出張交通費の支出について（２月分）
30,310

福祉局 地域福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム（認定事務センター用）端末等機器増設に伴う機器の借入に係る所要経費の支出について（２月分）
114,849

福祉局 地域福祉課 平成26年03月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成25年度ホームレスの実態に関する全国調査業務委託料の支出について
1,272,411

福祉局 地域福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　２月分出張旅費の支出について
5,960

福祉局 地域福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 小中学生地域福祉学習事業用リーフレット印刷製本及び同所要経費の支出について
166,320

福祉局 地域福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（３月支給決定・市営住宅分）の支出について
194,100

福祉局 地域福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（３月支給決定・府営住宅分）の支出について
33,900
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福祉局 地域福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,640

福祉局 地域福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 民生委員・児童委員用交付物品（会長・副会長章）の購入経費の支出について
87,570

福祉局 地域福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 民生委員・児童委員に対する表彰状等毛筆筆耕（部分書き）経費の支出について（第３・４回分納分）
167,761

福祉局 地域福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成25年度障がい者虐待対応研修の実施及び講師謝礼の支出について
51,520

福祉局 地域福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（３月支給決定・民間賃貸住宅３月末支払分）の支出について
3,589,900

福祉局 保護課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
9,471

福祉局 保護課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費、住宅改修費）の支出について
16,023

福祉局 保護課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修費）の支出について
14,449

福祉局 保護課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
9,996

福祉局 保護課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（１月分）の支出について　査察グループ
42,580

福祉局 保護課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支出について（平成２５年１０月～平成２５年１２月分）
50,532

福祉局 保護課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２５年１１月分）
21,960

福祉局 保護課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成26年３月分）の支出について
68,904,551

福祉局 保護課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成26年３月分）の支出について
232,356,687

福祉局 保護課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 旅費　普通旅費 環境改善事業用市内出張交通費（１月分）の支出について
8,640

福祉局 保護課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 中国残留邦人等支援における配偶者支援金に係る説明会議への出張について
28,020

福祉局 保護課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１月分）の支出について　保護グループ
24,500

福祉局 保護課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（３月分）　　　　　　　（淀川救護寮、淀川更生寮、大淀救護寮、大淀更生寮、港晴寮、第２港晴寮）
118,996,330

福祉局 保護課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金（平成２６年３月分）の支出における口座不能による再支出について
80,580

福祉局 保護課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金（平成２６年３月分）の支出における口座不能による再支出について
22,700

福祉局 保護課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修費、福祉用具購入費）の支出について
6,447

福祉局 保護課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる文書料等の支出について
4,200

福祉局 保護課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（１月分）
121,897

福祉局 保護課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２６年３月分の支出について
35,396,000

福祉局 保護課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　燃料費 平成２５年度あいりん越年対策事業灯油概算買入契約にかかる経費の支出について
411,793

福祉局 保護課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告用掲載料について(平成26年2月申込分)
14,688

福祉局 保護課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（都島区ほか９地域）にかかる委託料の支出について（１月分）
2,905,000

福祉局 保護課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（北区ほか３地域）にかかる委託料の支出について（１月分）
1,585,000

福祉局 保護課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（生野区ほか３地域）にかかる委託料の支出について（１月分）
2,710,000

福祉局 保護課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 社会・援護局関係主管会議への出張命令及び同所要経費の支出について
28,420

福祉局 保護課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２５年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２６年２月号）
10,395

福祉局 保護課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年１月審査分
1,428

福祉局 保護課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係全国係長会議への出張について
86,020

福祉局 保護課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度生活保護担当職員研修事業にかかる経費の支出について（10月～12月分）
2,943,432

福祉局 保護課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総福システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年１月審査分
565,922

福祉局 保護課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２６年１月審査分（追加払い）の支出について
247,916,253

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成２５年度あいりん越年対策事業用一般廃棄物収集運搬業務委託の支出について
252,000

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人介護支援給付費審査支払手数料平成２６年２月審査分（３月支払分）の支出について
22,040

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
1,890

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等介護支援給付費　平成２６年２月審査分（３月支払分）の支出について
1,261,976

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費、住宅改修費）の支出について
28,730

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：２）の支出について
305,707

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：１）の支出について
135,922

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：３）の支出について
133,717

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：４）の支出について
378,945

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１月業務分、２月分保護費）の支出について
1,394,977

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市任期付職員（福祉職員：生活保護ケースワーカー）の平成２６年４月１日付任用にかかる論文試験出題・採点業務経費の支出について
42,600

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２６年２月審査分（３月支払分）の支出について
5,512,565
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福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護関係業務非常勤嘱託職員の平成２６年度任用にかかる論文試験出題・採点業務経費の支出について
52,200

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム端末機器一式長期借入にかかる支出について（２月分）
345,933

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム共通ソフトウェア賃借にかかる支出について（２月分）
26,460

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システムサーバ等機器一式長期借入にかかる支出について（２月分）
241,500

福祉局 保護課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２６年２月審査分（３月支払分）の支出について
440,016,509

福祉局 保護課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市中国残留邦人等に対する地域生活支援業務委託経費の支出について（１月分）
1,914,405

福祉局 保護課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（天王寺区ほか５地域）にかかる委託料の支出について（１月分）
2,420,150

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 平成２５年度あいりん越年対策事業にかかる南港臨時宿泊所水道料金（２月分）の支出について
52,159

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 平成２５年度あいりん越年対策事業にかかる南港臨時宿泊所水道料金（２月分）の支出について
108,578

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２６年２月申請分）
240,485

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護関連事業委託事業者選定会議の開催及び所要経費の支出について
101,710

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用封筒の買入及び同所要経費の支出について（２回目）
1,694,070

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用帳票（改ざん防止用紙等）の印刷及び同経費の支出について（４回目）
1,375,017

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用等　クリアーホルダー外２７点買入にかかる経費の支出について
67,214

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用連続帳票の印刷及び同所要経費の支出について（３回目）
558,600

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護施設運営委託料にかかる経費の追給について（港晴寮１２月分）
437,139

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助内容点検等業務委託長期契約（概算契約）にかかる支出について（２月分）
3,682,007

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２６年１月分）
779,640

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２５年１０月分組戻にかかる戻入金の支出）
2,110

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２６年２月支払分組戻にかかる支出）
24,300

福祉局 保護課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２６年３月審査分）
21,781,358

福祉局 保護課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 中国残留邦人等支援における配偶者支援金に係る説明会議への出張旅費における口座不能による再支出について
28,020

福祉局 保護課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費、住宅改修費）の支出について
11,151

福祉局 保護課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修費）の支出について
20,000

福祉局 保護課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化担当・ケースワーカー用携帯電話端末の回線使用料の支出について（2月分）
164,769

福祉局 保護課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金　平成２６年２月分の支出について
1,281,770

福祉局 保護課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘送付等業務の実施について　２月作業分
908,660

福祉局 保護課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 旅費　普通旅費 平成25年度簡易宿所密集地域等所管課長会議に係る管外出張旅費の支出について
26,920

福祉局 保護課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 旅費　普通旅費 環境改善事業用市内出張交通費（２月分）の支出について
12,760

福祉局 保護課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（淀川更生寮１月分）
552,900

福祉局 保護課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（ホーリーホーム１月分）
334,300

福祉局 保護課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（淀川救護寮１月分）
22,800

福祉局 保護課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（今池平和寮１月分）
113,400

福祉局 保護課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（三徳寮１月分）
2,054,800

福祉局 保護課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修費、福祉用具購入費）の支出について
26,837

福祉局 保護課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する３月分報酬及び交通費の支出について
75,660

福祉局 保護課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する３月分報酬及び交通費の支出について
2,700

福祉局 保護課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（１０月分）の支出について
16,520

福祉局 保護課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（２月分）の支出について
6,520

福祉局 保護課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（１月分）の支出について
17,390

福祉局 保護課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（１２月分）の支出について
14,380

福祉局 保護課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（１１月分）の支出について
12,360

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　燃料費 平成２５年度あいりん越年対策事業用プロパンガス外１点概算買入契約の経費の支出について
1,443,834

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付審査支払委託料　平成２６年２月審査分の支出について
70,274

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付診療報酬　平成２６年３月審査分（概算払い）の支出について
8,000,000

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（３月分）
6,058

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（２月分）の支出について
23,990

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（平和寮１月分）
22,200
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福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護審査支払委託料　平成２６年２月審査分の支出について
23,634,791

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年４月分）の支出について
6,995,226,702

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年４月分）の支出について
3,406,055,349

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年４月分）の支出について
58,569,754

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２６年３月審査分（概算払い）の支出について
7,000,000,000

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年４月分）の支出について
9,396,590

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２４年度支援相談員配置委託金の受入超過にかかる還付金の支出について
134,241

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度生活保護費等国庫負担金受入超過による返還金の支出について
1,754,226,070

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 平成２６年度あいりん日雇労働者等自立支援事業実施団体選考会議に係る委員報酬等の支出について
199,980

福祉局 保護課 平成26年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 あいりんシェルター撤去関係業務委託料の支出について
19,999,980

福祉局 保険年金課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度退職者医療共同事業拠出金の支出について
50,166

福祉局 保険年金課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（１月分）の支出について
1,600

福祉局 保険年金課 平成26年03月03日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　３月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 旅費　普通旅費 平成２５年度全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議への出張に係る旅費の支出について
28,020

福祉局 保険年金課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）シャープペン　外７点の買入及び経費の支出について
27,111

福祉局 保険年金課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年1月分使用料の支出について
19,941

福祉局 保険年金課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（２月正常分娩）
40,530

福祉局 保険年金課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（２月正常分娩）
80,194,115

福祉局 保険年金課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,741,313,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
307,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,450,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
307,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第１１期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,452,237,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年1月分使用料の支出について
13,295

福祉局 保険年金課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（３月分）
2,087,063,561

福祉局 保険年金課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１月分）
8,524,789

福祉局 保険年金課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１月分）
403,463

福祉局 保険年金課 平成26年03月10日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１月分）
1,506,577

福祉局 保険年金課 平成26年03月10日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（３月１０日支払分）
14,200

福祉局 保険年金課 平成26年03月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（３月１０日支払分）
238,840

福祉局 保険年金課 平成26年03月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（３月１０日支払分）
83,300

福祉局 保険年金課 平成26年03月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（３月１０日支払分）
19,220

福祉局 保険年金課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１月分）
3,203,421

福祉局 保険年金課 平成26年03月11日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１月分）第２回
4,985,010

福祉局 保険年金課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　データネームグリップ式（顔料系インキ）[シャチハタ]　外４点の買入における所要経費の支出について
19,173

福祉局 保険年金課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保・年金事務用保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（10月～12月分）
3,460

福祉局 保険年金課 平成26年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保・年金事務用保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（10月～12月分）
23,990

福祉局 保険年金課 平成26年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　其他委員等旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
5,780

福祉局 保険年金課 平成26年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
7,600

福祉局 保険年金課 平成26年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,460

福祉局 保険年金課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度医療助成事務用市内出張交通費の支払について（１月分）
1,014

福祉局 保険年金課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（２月分）
11,938,560

福祉局 保険年金課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市国民健康保険運営協議会第２回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
352,110

福祉局 保険年金課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 旅費　費用弁償 平成２５年度大阪市国民健康保険運営協議会第２回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
12,120

福祉局 保険年金課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（２月分）
1,425,052

福祉局 保険年金課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用「ヘルスアップ国保倶楽部」委託料の支出について（１月末日締分）
14,250

福祉局 保険年金課 平成26年03月14日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２５年度後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（１月分）
4,660

福祉局 保険年金課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸・マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
5,338,308
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福祉局 保険年金課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸・マッサージに係る療養費の支出について（２月追加分）
672

福祉局 保険年金課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（２月分）
8,192,630

福祉局 保険年金課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保給付事務用　市内出張交通費（１月分）の支出について
1,800

福祉局 保険年金課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）綴紐　外７点の買入及び経費の支出について
10,248

福祉局 保険年金課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年２月分）
68,872,505

福祉局 保険年金課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費負担
金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（平成２６年２月分）
2,493

福祉局 保険年金課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年２月分）
6,108,705

福祉局 保険年金課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第11期分）
347,633,687

福祉局 保険年金課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第11期分）
1,388,088,720

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：３月審査概算払分）
150,331,335

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（３月審査概算払分）
289,705,940

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 外国人向けパンフレット「大阪市国民健康保険のご案内」の翻訳業務委託の実施について
109,620

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（２月異常分娩）
34,860

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（3月概算払分）
10,956,813,161

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（２月審査分）
28,418,373

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（３月決定分）
451,528,469

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（3月決定分）
17,096

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（3月決定分）
1,618,318,365

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（２月異常分娩）
64,850,437

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付（退職）の支出について（2月審査分）
688,432,651

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（２月審査分）
1,285,250

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（３月決定分）
15,574,663

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（3月決定分）
102,063,459

福祉局 保険年金課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２５年度特定健康診査（集団健診）に関する業務委託にかかる所要経費の支出について（２６年２月分）
12,217,879

福祉局 保険年金課 平成26年03月19日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（２月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,134,569,460

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：２月審査分）
2,116,608

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
97,344

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について（３月決定分）
3,446,531

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（２月分）
3,333,740

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
7,478,592

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
232,704

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（３月決定分）
4,412,872

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　其他委員等旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
5,200

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
6,320

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（2月分）
36,404,120

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（2月分）柔整
2,560,840

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（2月分）レセ電
618,817

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・一般）の支出について
94,459,057

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・退職）の支出について
3,376,643

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１月分）第２回
29,400

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（３月２０日支払分）
300

福祉局 保険年金課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
9,210

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 （年金・医助システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
54,390

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）社会保険法規総覧追録２１６５号外６点の買入及び経費の支出について
246,750

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （年金・医助システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
54,390

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録514号 外4点の買入及び経費の支出について
247,500

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録513号 外3点の買入及び経費の支出について
247,500

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）社会保険法規総覧追録２１７０号外５点の買入及び経費の支出について
23,940
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福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）社会保険法規総覧追録２１６５号外６点の買入及び経費の支出について
19,950

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録514号 外4点の買入及び経費の支出について
127,150

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）ゴム印の買入に係る支出について
12,521

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （後期・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
54,390

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録513号 外3点の買入及び経費の支出について
117,700

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度国民健康保険システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（平成２６年２月分）
52,601

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保高額療養費・医療費通知帳票事後処理業務にかかる委託料の支出について（２月分）
104,614

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成25年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託経費の支出について（２月分）
146,019

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成２５年度国民健康保険システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（平成２６年２月分）
264,732

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 医療費通知（国保）の印刷にかかる経費の支出について（２月納品分）
358,281

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　印刷製本費 医療費通知同封用ビラ（第３期分）印刷にかかる経費の支出について
702,912

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保高額療養費・医療費通知帳票事後処理業務にかかる委託料の支出について（２月分）
542,803

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度事務参考用　高齢者医療確保法ハンドブック追録　買入
6,400

福祉局 保険年金課 平成26年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 （後期・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
108,780

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(２月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(２月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(２月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(２月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 一般業務用ゴム印の買入れに係る支出について
4,110

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(２月分)
75,600

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(２月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(２月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２６年１月分）
9,730

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(２月分)
2,213,215

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の賃借契約の経費の支出について(２月分)
42,777

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(２月分)
1,241,140

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２６年３月分)
279,391

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　国民健康保険料納付書用封筒（バッチ分）作成経費の支出について（完納）
1,452,024

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成25年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務委託経費の支出について（２月分）
1,931,692

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成25年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務委託料の支出について（平成26年２月分）
216,933

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健診受診券郵送料及び特定健診（集団実施分）にかかる結果通知表郵送料（２月分）の支出について
464,940

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年２月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
70,759

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年２月審査分特定健康診査等委託料の支出について
40,086,454

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 特定健康診査電話による受診勧奨業務と所要経費の支出について
3,755,054

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年２月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,329,869

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険特定健診受診勧奨ポスターデザイン及び版下作成と所要経費の支出について
73,500

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「１日人間ドック」委託料の支出について　（１月分・第３回）
163,074

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１２月分）第４回
64,284

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「１日人間ドック」委託料の支出について　（10月分第6回、11月分第7回、12月分第3回）
450,115

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（２月分）
25,609

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の受入超過に係る返還について
5,018,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(２月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(２月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(２月分)
172,200

福祉局 保険年金課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(２月分)
861,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年2月分使用料の支出について
20,094

福祉局 保険年金課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成25年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託料の支出について（平成26年２月分）
107,129

福祉局 保険年金課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成25年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務委託料の支出について（平成26年2月分）
109,247
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福祉局 保険年金課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成25年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託経費の支出について（2月分）
644,179

福祉局 保険年金課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（２月分）
236,302

福祉局 保険年金課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２５年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）の費用の支出につい
て（２月分） 237,930

福祉局 保険年金課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年2月分使用料の支出について
13,397

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保高齢受給者証（切替分）送付用封筒外２点の作成にかかる所要経費の支出について
260,851

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保事務用　国保高齢受給者証（切替用）外１点の印刷にかかる所要経費の支出について
231,525

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 国保事務用　国保高齢受給者証（切替分）ビラ外２点の作成にかかる所要経費の支出について
144,585

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　其他委員等旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費の支出について（１・２月分）
7,250

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費の支出について（１・２月分）
11,620

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（２月分）の支出について
2,480

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保高齢受給者証（切替分）送付用封筒外２点の作成にかかる所要経費の支出について
665,529

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　窓口更新通知書外２点の印刷経費の支出について（完納）
132,300

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保事務用　国保高齢受給者証（切替用）外１点の印刷にかかる所要経費の支出について
248,508

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国保事務用　国保高齢受給者証（切替分）ビラ外２点の作成にかかる所要経費の支出について
97,545

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 保健事業ポスター（特定健康診査周知用　外１点）の印刷と所要経費の支出について
21,630

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 大阪市国保特定健康診査受診券等作成及び印字・事務処理業務委託（概算契約）２月分にかかる所要経費の支出について
135,474

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　印刷製本費 保健事業ポスター（特定健康診査周知用　外１点）の印刷と所要経費の支出について
21,630

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（２月分）第１回
19,209,688

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢者医療事務用料金受取人払い郵便料金の支出について（２月分）
1,625

福祉局 保険年金課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費の支出について（１・２月分）
3,760

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保・年金事務用保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（1月分）
1,600

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（２月分）
31,605

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（２月分）
136,225

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：２月審査分）
1,225,584

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（後期分）の支出について
36

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：３月審査概算払分）
34,603,116

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 老人保健医療事業用　平成２５年度第三者行為求償事務委託料(後期分）の支出について
51,525

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：２月審査分）
329,746

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成25年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（後期分）の支出について
18,589

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用受給者別一覧表マスターの複写磁気テープ作成業務委託料の支出について（３月処理分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（３月審査概算払分）
7,903,755

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（後期分）の支出について
13,318

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成25年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（後期分）の支出について
34,571

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保・年金事務用保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（1月分）
5,590

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保事業事務用　平成25年度国民健康保険被保険者証送付用封筒の買入れにかかる経費の支出について（２／２回目）
30,479

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（２月分）
157,320

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２６年２月分）
183,825

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険１日人間ドック等保健事業周知用ポスターデザイン版下作成の同所要経費の支出及び契約の締結について
35,490

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度国民健康保険第三者行為損害賠償求償事業委託料の支出について（後期分）
6,519,114

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
37,410

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
1,929,159

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（２月分）
8,427,290

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（1月分）
96,960

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１月分）第４回
547,134

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「１日人間ドック」委託料の支出について（１２月分・第５回）
471,878

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度国民健康保険療養給付費等負担金の受入超過に係る返還について
3,253,238,962

福祉局 保険年金課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（２月特別徴収分保険料等収納額相当額）
1,698,514,285

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 点字ラベル　外２点買入及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
157,437



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２５年度「わがまちのやさしさ発見」レポート入選作品選考委員報償金の支出について
12,400

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい者福祉事業用市内交通費の支払い（１月分）
34,884

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（１月分）
15,812,850

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　消耗品費 大阪市障がい者等基礎調査調査票の作成経費の支出について
337,890

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について（アテナ平和）
8,462,400

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月07日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 需用費　消耗品費 大阪市障がい者等基礎調査調査票の作成経費の支出について
157,710

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者施策推進協議会障がい者計画策定・推進部会委員用視覚障がい者ガイドヘルプにかかる委託料の支出について（平成26年2月26日開催分）
4,600

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等２月決議分）
331,700

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度特別障がい者手当等給付費の支出について（２月決議分）
2,583,080

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２５年度障がい者就業訓練受託事業者選考会議委員の委員報酬の支払いについて（12/12・2/10開催分）
65,100

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 重度障がい者等タクシー給付券外４点の印刷及び同所要経費の支出について
2,976,792

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第46号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 コピー機用ステープラ針　買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
8,820

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月14日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（３月分）
22,840,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第42号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月17日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２５年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（３月分）
4,037,700

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 障がいのある方のための福祉のあらまし（本編）　外２点　印刷及び同所要経費の支出について（平成２５年度）
2,569,560

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 もと日之出共同作業場管理用電気代の支出について（平成26年2月分）
355

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市障がい者施策推進協議会　障がい者計画策定・推進部会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（2/26開催分）
272,085

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２５年度大阪市障がい者施策推進協議会　障がい者計画策定・推進部会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（2/26開催分）
5,980

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度外国人心身障がい者給付金の支出について（第４四半期分）
5,640,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる委託料の支出について（１月分）
773,725

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 「わがまちのやさしさ発見レポート」入賞作品集の印刷及び同所要経費の支出について
108,990

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（券面調整費）の支出について
3,519,486

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（精算額）の支出について
110,171,304

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者相談支援センター事業にかかる委託料の支出について（住宅入居等支援事業　東成区第１回中間分、西成区第４回中間分）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度もと日之出共同作業場機械警備業務委託料の支出について（平成26年2月分）
12,285

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について（もくれん）
2,808,300

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害保健福祉関係主管課長会議（東京）への出張及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
28,420

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 ラベル用紙　外5点買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
24,166

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年度　ノーマライゼーション買入（障がい者福祉事業用）にかかる経費の支出について
9,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 療育手帳交付申請書外１点の作成経費の支出について
63,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 はーとふるガイド　印刷及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
189,945

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度身体障がい者無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院２月分）
16,080

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度身体障がい者無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター２月分）
106,300

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度身体障がい者無料診断制度にかかる委託料の支出について（南大阪小児リハビリテーション病院２月分）
6,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい者福祉事業用市内交通費の支払について（２月分）
53,042

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年度　月刊福祉買入（障がい者福祉事業用）にかかる経費の支出について
11,640

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 西成購買施設・もと北津守の里機械警備業務委託費の支出について（２月分）
12,741

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度　障がいのある方のための福祉のあらまし録音版　作成業務委託及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
863,100

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（２月差押分）の支出について
10,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（２月分）の支出について
68,610,230

福祉局 障がい福祉課 平成26年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 此花作業指導所仮設ガス設備工事経費の支出について
69,510

福祉局 障がい支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度障がい福祉サービス費の支出について（２月請求分）
139,491

福祉局 障がい支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度移動支援サービス費の支出について（２月請求分）
23,500

福祉局 障がい支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（１２月分）
605,390

福祉局 障がい支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１５）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（1月分）
134,573
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福祉局 障がい支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市重症心身障がい者通所施設交通費（１月分）の支出について
11,950

福祉局 障がい支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（平成26年1月分　障がい支援課分）
27,622

福祉局 障がい支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年2月分（4回目／6回））
39,367

福祉局 障がい支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１４）
76,650

福祉局 障がい支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その８）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その９）
314,153

福祉局 障がい支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その１３）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における病床確保料の支出について（第３四半期分）
2,440,000

福祉局 障がい支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度療養介護医療費（手払）の支出について（平成２６年１月分）
305,640

福祉局 障がい支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（１月分）
548,291

福祉局 障がい支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（１月分）
331,608

福祉局 障がい支援課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成25年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（１月分）
16,710

福祉局 障がい支援課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１０）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査11月、12月実施）
13,600

福祉局 障がい支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,850

福祉局 障がい支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年2月分（5回目／6回））
60,393

福祉局 障がい支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その１６）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査10月実施）
6,800

福祉局 障がい支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度　障がい福祉サービス費の支出について（２月審査分）
3,436,115,027

福祉局 障がい支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度　障がい児給付費の支出について（２月審査分）
282,407,571

福祉局 障がい支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（１月分）
2,156,120

福祉局 障がい支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（２月審査分）
215,153,541

福祉局 障がい支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１７）
205,695

福祉局 障がい支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１８）
93,450

福祉局 障がい支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター機械警備業務委託（長期継続）業務に係る経費の支出について（１０月～１２月）
18,270

福祉局 障がい支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい程度区分判定端末用サーバの借入に係る経費の支出について（１月分）
19,740

福祉局 障がい支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度第二子等障がい児利用施設等利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（１月分【１】）
145,426

福祉局 障がい支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査に係る手話通訳者派遣事業委託料の支出について（平成26年1月分）
13,230

福祉局 障がい支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査１・２月実施分）
27,200

福祉局 障がい支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査１月実施）
20,400

福祉局 障がい支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療にかかる電子媒体による連名簿データ提供業務にかかる委託料（２月提供（１月審査）分）の支出について
22,162

福祉局 障がい支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査１２月～２月実施）
54,400

福祉局 障がい支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査１０月実施分）
6,800

福祉局 障がい支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 障がい情報バリアフリー化支援事業用助成金の支出について（第23号）
76,300

福祉局 障がい支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市障がい者グループホーム・ケアホーム整備助成事業者選定会議（2月13日開催）にかかる委員報酬等の支出について
51,195

福祉局 障がい支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１９）
78,750

福祉局 障がい支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度重度障がい者等入院時コミュニケーション事業費の支出について
39,750

福祉局 障がい支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度重度障がい者等入院時コミュニケーション事業費の支出について
29,700

福祉局 障がい支援課 平成26年03月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市障がい者グループホーム等整備費及び設備整備費補助金の支出について
1,781,000

福祉局 障がい支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい程度区分認定調査にかかる管外出張旅費の支出について（１月調査分）
2,280

福祉局 障がい支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい程度区分認定調査にかかる管外出張旅費の支出について（１２月調査分）
47,620

福祉局 障がい支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２０）
91,350

福祉局 障がい支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度障がい程度区分認定調査に係る介添人派遣事業の委託料の支出について（８月・１０月分）
2,000

福祉局 障がい支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（１月分）
7,115

福祉局 障がい支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年2月分（6回目／6回））
23,557

福祉局 障がい支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その５）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（２月受付分）
912,900

福祉局 障がい支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（２月受付分）
634,050
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福祉局 障がい支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（２月受付分）
4,081,050

福祉局 障がい支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
244,213

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい程度区分認定調査市内出張旅費の支出について（１月分）
28,868

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２１）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２１）
74,550

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２３）
86,100

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター空調室内機ドレンパン清掃の支出について
3,534

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保１月診療分）
19,014,031

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢１月診療分）
2,060,930

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度療養介護医療費（国保）1月診療分の支出について
20,279,002

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度療養介護医療費（後期高齢）1月診療分の支出について
755,970

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（１月診療分）
1,631,838

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（１月診療分）
1,454,764

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2514号）
47,610

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（１月診療分）
517,484

福祉局 障がい支援課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター空調室内機ドレンパン清掃の支出について
19,566

福祉局 障がい支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その２９）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２５）
89,985

福祉局 障がい支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保１月診療・２月審査分））
270,516

福祉局 障がい支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（１月診療分）
8,985

福祉局 障がい支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度療養介護医療費（社保）2月審査分の支出について
1,109

福祉局 障がい支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保１月診療・２月審査分））
726,436,937

福祉局 障がい支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（１月診療分）
6,830,401

福祉局 障がい支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度療養介護医療費（社保）1月分の支出について
2,286,932

福祉局 障がい支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（西淀川区6号、東淀川区第23号、住吉区第31号）
59,725

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２６年３月分　障がい支援課負担分）
2,743

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２６年３月分　障がい支援課負担分）
5,621

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年3月分（1回目／6回））
52,181

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２８）
69,300

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２４）
89,250

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２６）
71,400

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その４）
16,485

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その３０）
97,650

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２２）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出金額の支出について（平成26年1月分）
4,134,400

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査１２月～２月実施）
17,590

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（２月審査分）
2,511

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保訪問看護２月審査分）
95

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度療養介護医療費（後期高齢・審手）2月審査分の支出について
1,104

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢１月診療・２月審査分）
19,284

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（２月審査分）
3,817

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度療養介護医療費（国保・審手）2月審査分の支出について
14,061

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（2月分）
134,135

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査１月実施分）
13,600

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保１月診療・２月審査分）
57,953

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（２月分）
82,950

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 大阪市障がい程度区分認定審査会委員研修における会場及び付属設備等の使用料に係る経費の支出について
6,100

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 障がい情報バリアフリー化支援事業用助成金の支出について（第24号）
99,400
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福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保訪問看護２月審査分）
3,220

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（港区第5号・第6号、西成区第8号）
6,000

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（城東区第090066181号）
11,830

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度第二子等障がい児利用施設等利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（１月分【１】）
46,298

福祉局 障がい支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（２月審査分）
21,694

福祉局 障がい支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市強度行動障がい者処遇改善事業費の支出について（第３四半期分）
553,520

福祉局 障がい支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年3月分（2回目／6回））
35,933

福祉局 障がい支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その３１）
75,600

福祉局 障がい支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その３２）
40,635

福祉局 障がい支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２７）
73,500

福祉局 障がい支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査２月実施分）
20,400

福祉局 障がい支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（第３四半期分）
600,000

福祉局 障がい支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第15号・第24号・第25号）
64,400

福祉局 障がい支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度第二子等障がい児利用施設等利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（１月分【２】）
18,452

福祉局 障がい支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（第３四半期分）
793,100

福祉局 障がい支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２４）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（１月分その８）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業（駆けつけ対応）用委託料の支出について（２月分）
15,435

福祉局 障がい支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査９～１２月実施分）
20,400

福祉局 障がい支援課 平成26年03月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市障がい者グループホーム等整備費及び設備整備費補助金の支出について
360,000

福祉局 障がい支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい程度区分認定調査にかかる管外出張旅費の支出について（２月調査分）
8,140

福祉局 障がい支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年2月分　工事費）
2,100

福祉局 障がい支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（２月分その２）
32,235

福祉局 障がい支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度障がい福祉サービス費の支出について（３月請求分）
114,707

福祉局 障がい支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度移動支援サービス費の支出について（３月請求分）
26,320

福祉局 障がい支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第２四半期分）（２）
2,914,800

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい程度区分認定審査会委員報酬並びに費用弁償の支出について（平成26年2月分）
3,328,555

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市特別支援学校高等部卒業者等にかかる就労継続支援B型事業利用検討会議にかかる委員報酬等の支出について
32,890

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい程度区分認定審査会委員報酬並びに費用弁償の支出について（平成26年2月分）
82,200

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（平成26年2月分　障がい支援課分）
25,575

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成26年3月分（3回目／6回））
36,370

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 国保連合会へのデータ送受信用ＩＳＤＮ回線接続料の支出について（２月利用分）
6,297

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい程度区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成26年2月分）
413,495

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その１）
58,800

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その２）
48,300

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その８）
84,735

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その５）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その４）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園２月分）
5,517,483

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療受給者別一覧表及び過誤内訳書の複写磁気媒体の作成業務（３月提供（２月審査）分）委託料の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい程度区分判定端末機器の借入に係る経費の支出について（２月分）
129,360

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい程度区分判定端末用ソフトウェア借入に係る経費の支出について
19,824

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい程度区分判定端末用サーバの借入に係る経費の支出について
19,740

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）の実施及び経費の支出について（２月分）
175,350

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 大阪市障がい程度区分認定審査会合議体連絡会における会場及び付属設備等の使用料に係る経費の支出について
25,900

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
37,801

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設（措置費）の支払について（２月分）
48,332,347

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（２月分）
27,840
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福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（２月分）
13,853,583

福祉局 障がい支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（２月分)１
71,080

福祉局 運営指導課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい福祉サービス事業者指定・指導にかかる市内・近接地出張交通費の支出について（１月分）
39,600

福祉局 運営指導課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度指定障がい児支援事業者等集団指導に係る経費の支出について
55,784

福祉局 運営指導課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　ＰＤＦ変換ソフトの購入及び所要経費の支出について
7,980

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）ダブルクリップ外１９点買入にかかる経費の支出について
57,046

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（西成区・第１回）の支出について
739,849

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（５０回目）
2,031,756

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分２回目）
4,200,471

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（１月分６回目/全６回）の支出について
357,807

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（４８回目）
7,835,580

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（1月分）
5,843,700

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 認知症介護実践者等養成事業にかかる都道府県等担当者セミナー開催にかかる出席及び同所要経費の支出について（平成２６年２月２４日開催）
28,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分３回目）
1,472,959

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（２月分１回目/全６回）の支出について
2,640

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（２月分２回目/全６回）の支出について
2,172

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（８月～２月実施分）（５１回目）
8,668,348

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防普及啓発事業用リーフレットの作成及び同所要経費の支出について
381,722

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０月～２月実施分）（５２回目）
2,046,896

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 二次予防事業の対象者把握事業用ポスターの作成及び同所要経費の支出について
44,730

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「社会福祉法人・施設の経営実務」追録１２０～１２４号及び「社会福祉施設整備事務便覧」追録４７３～４８２号にかかる買入経費の支出について
29,600

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～２月実施分）（５３回目）
2,446,663

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分４回目）
982,227

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（４９回目）
1,045,054

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成25年度第2回大阪市地域包括支援センター運営協議会評価部会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
64,020

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成25年度第2回大阪市地域包括支援センター運営協議会評価部会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
3,480

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市徘徊認知症高齢者位置情報探索事業委託業務（１月分）の支出について
16,380

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課緊急通報システム事業用緊急通報システム利用申込書　外１点印刷経費の支出について
153,300

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（１月分）
10,080

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（２月分３回目/全６回）の支出について
210

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０月～２月実施分）（５４回目）
4,212,876

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 地域包括支援センター及び総合相談窓口（ブランチ）職員研修にかかる会場使用料の支出について
26,880

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１月分）
1,013,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 平成25年度認知症サポート医養成研修にかかる報償金の支出について
17,640

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 今後の認知症施策検討会議参加にかかる報償金の支出について
36,620

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）簿記スタンパー（済）他3点の購入にかかる経費の支出について
9,891

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（２月分）
278,208

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（２月稼働分）の支出について
6,708,147

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課火災警報器（連動型）設置業務委託費の支出について（平成２６年２月分）
50,925

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～２月実施分）（５０回目）
1,409,564

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（２月稼働分）の支出について
4,113,900

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課電話機概算買入経費の支出について（２月分）
110,670

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 平成２５年度介護予防健診等委託料の支出について（１月実施分）
3,678,362

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１月分３回目）
814,950

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（２月分４回目/全６回）の支出について
1,259

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１回目）
390,742

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（２月分）の支出について
93,765

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 二次予防事業の対象者把握事業用基本チェックリスト把握用帳票外２点にかかる作成及び同所要経費の支出について
323,400
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福祉局 高齢福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（2月分、12～1月追加分）
24,113,729

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２５年１２月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
28,863

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２６年１月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
22,304

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～３月実施分）（５１回目）
1,424,908

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２３年度地域支援事業支援交付金返還金の支出について
37,531

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 認知症疾患医療センター等運営事業に係るヒアリングの出席にかかる経費の支出について（平成２６年３月１８日開催）
28,420

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（２月分５回目/全６回）の支出について
1,863

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０月～３月実施分）（５６回目）
3,628,916

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～３月実施分）（５２回目）
2,710,370

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０月～３月実施分）（５５回目）
2,508,964

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業【駆けつけ対応業務費】の支出について（２月分）
581,385

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（２月分）
4,006,800

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度地域支援事業交付金受入超過金の返還について（国費分）
143,687,881

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（第２回保健福祉部会）にかかる記録調製業務の契約及び所要経費の支出について
44,887

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市認知症介護指導者養成研修事業補助金の支出について
562,140

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度分介護保険事業費補助金にかかる受入超過返還金の支出について
2,346,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 二次予防事業対象者把握事業用介護予防健診等実施マニュアルの作成及び同所要経費の支出について
82,110

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（２月分）
9,985

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分２回目）
3,542,122

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（１月分）
11,304,160

福祉局 高齢福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成23年度地域支援事業交付金返還金の支出について（国費分）
31,276

福祉局 高齢施設課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度老人保護措置費の支出について（平成２６年３月分）
234,176,541

福祉局 高齢施設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（2月分）
258

福祉局 高齢施設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（2月分）
23,475

福祉局 高齢施設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（2月分）
77,390

福祉局 高齢施設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（2月分）
1,163,693

福祉局 高齢施設課 平成26年03月20日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（2月分）
6,965

福祉局 高齢施設課 平成26年03月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について
3,588,000

福祉局 高齢施設課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度老人保護措置費の支出について（京都府立洛南寮２月分）
144,990

福祉局 高齢施設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 （仮称）特別養護老人ホーム幸楽園にかかる平成25年度大阪市民間老人福祉施設整備費補助金額の支出について（繰越明許分）
17,539,000

福祉局 高齢施設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について
3,399,230

福祉局 高齢施設課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
8,340

福祉局 高齢施設課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと大阪市立天野苑機械警備業務委託料（平成２６年２月分）の支出について
7,350

福祉局 いきがい課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ旭の電気代の支出について　２月分（機械警備用）
1,139

福祉局 いきがい課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ平野電気代の支出について　1月分（機械警備用）
2,162

福祉局 いきがい課 平成26年03月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見区老人福祉センター便所排水設備改修工事に係る所要経費の支払いについて
241,500

福祉局 いきがい課 平成26年03月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）段差改修等整備補助金の支出について（鶴見区：茨田西老人憩の家）
327,000

福祉局 いきがい課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（１月分）の支出について
15,292,544

福祉局 いきがい課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ浅香電気代の支出について　２月分（機械警備用）
1,031

福祉局 いきがい課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度いきがい課市内出張交通費の支払について（２月分）
43,217

福祉局 いきがい課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（１月分）の支出について
459,295

福祉局 いきがい課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム日之出荘・地域活動支援プラザ新大阪電気代の支出について　2月分（機械警備用）
2,272

福祉局 いきがい課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ淀川電気代の支出について　2月分（機械警備用）
1,052

福祉局 いきがい課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム延寿荘・西成地域活動支援プラザ電気代の支出について　2月分（機械警備用）
6,191

福祉局 いきがい課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ東住吉電気代の支出について　２月分（機械警備用）
530

福祉局 いきがい課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（１月分）の支出について
644,241,213

福祉局 いきがい課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２６年度高齢者の生きがいと健康づくり推進事業業務委託にかかる受注希望の事前確認制受託事業者選定会議における謝礼等の支出について
50,995

福祉局 いきがい課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 敬老優待乗車証バッチ納付書【新規・継続利用者用】（連続帳票）ほか１点の支出について
1,247,400
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福祉局 いきがい課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 敬老優待乗車証交付申請書等送付用封筒の支出について
275,698

福祉局 いきがい課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（２月分）経費の支出について
39,823

福祉局 いきがい課 平成26年03月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度在宅福祉事業費補助金交付額確定による返還金の支出について
5,464,000

福祉局 いきがい課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ旭の電気代の支出について　３月分（機械警備用）
1,083

福祉局 いきがい課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もとにしはま荘電気代の支出について　2月分（機械警備用）
9,327

福祉局 いきがい課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書及び納付書郵送料（２月分）の支出について
289,892

福祉局 いきがい課 平成26年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ淀川のポリ塩化ビフェニル廃棄物運搬委託料の支出について
126,000

福祉局 いきがい課 平成26年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと浪速老人福祉センター附属用地の不用品廃棄物収集運搬・処分業務委託料の支出について
374,850

福祉局 介護保険課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（介護保険部会）の開催にかかる委員報酬等の支出について
160,050

福祉局 介護保険課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（介護保険部会）の開催にかかる委員報酬等の支出について
7,580

福祉局 介護保険課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（1月分）
60,786

福祉局 介護保険課 平成26年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険共通封筒（一括発送用）外３点の買入及び同所要経費の支出について（完納）
992,523

福祉局 介護保険課 平成26年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（1月分）
368,492

福祉局 介護保険課 平成26年03月03日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、３月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
1,140,000

福祉局 介護保険課 平成26年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
47,250

福祉局 介護保険課 平成26年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
31,500

福祉局 介護保険課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
9,864

福祉局 介護保険課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
39,900

福祉局 介護保険課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
29,400

福祉局 介護保険課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】①）
81,900

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（１月分）
33,716

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（1月分）
1,041

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（１月分）
4,589

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険料口座振替済のお知らせハガキ（その２）の作成経費の支出について
89,250

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（１月分）
1,560,063

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 大阪市介護認定審査会正副会長会にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について（２月１０日開催分）
113,490

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 大阪市介護認定審査会正副会長会にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について（２月１０日開催分）
3,720

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（1月分）
5,763

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分④）
20,775

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（１月分）
25,430

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（１月分）
130,398

福祉局 介護保険課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２５年度介護保険住宅改修費等適正給付事業（第４四半期）の支出について
1,091,230

福祉局 介護保険課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑥）
67,540

福祉局 介護保険課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑨）
35,700

福祉局 介護保険課 平成26年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
66,150

福祉局 介護保険課 平成26年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑤）
59,850

福祉局 介護保険課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議にかかる職員の出席及び同所要経費の支出について
56,040

福祉局 介護保険課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
26,250

福祉局 介護保険課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑧）
15,750

福祉局 介護保険課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑦）
9,450

福祉局 介護保険課 平成26年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
71,400

福祉局 介護保険課 平成26年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
34,650

福祉局 介護保険課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険制度パンフレット（日本語版）作成にかかるデザイン・版下作成経費の支出について
61,950

福祉局 介護保険課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用ダブルクリップ　外１３点の買入にかかる支出について
31,752

福祉局 介護保険課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑩）
3,675

福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（2月分）
33,716

福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（2月分）
970

福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（2月分）
4,589
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福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（2月分）
5,367

福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
67,200

福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（2月分）
25,430

福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度介護サービス等給付費の支払いについて（２月支給決定分）
74,468,274

福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（２月支給決定分）
50,267,648

福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（２月支給決定分）
124,471,614

福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（２月支給決定分）
198,017

福祉局 介護保険課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、３月分還付金の支出について（口座、歳出）
344,561

福祉局 介護保険課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
12,000

福祉局 介護保険課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（１月分）
53,767,350

福祉局 介護保険課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】③）
12,600

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（介護保険部会）記録調製業務にかかる経費の支出について
44,887

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年2月分）の支出について
1,920

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成25年２月審査分）
665

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成25年２月審査分）
68,020

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年2月分）の支出について
25,920

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
62,476

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる同所要経費の支出について（平成26年2月分）
78,750

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定調査員現任研修会場借上げに伴う経費の支出について
37,275

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険審査判定用認定調査票外４点の作成及び経費の支出について（第２回納品分　完納）
1,083,390

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
735

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(3月分)
31,115

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(3月分)
15,188

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
22,050

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 会議保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
74,550

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
59,850

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(１月分)
1,102,500

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年2月審査分）
14,761,461,594

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年2月審査分）
1,165,744,230

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成25年２月審査分）
257,780,872

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成25年２月審査分）
519,556,675

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成25年２月審査分）
15,991,824

福祉局 介護保険課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年2月分）の支出について
980

福祉局 介護保険課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスターデータ借用にかかる所要経費の支出について（1月更新分）
17,850

福祉局 介護保険課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】②）
97,650

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（介護保険部会）の開催にかかる委員報酬等の口座不能分の再支出について
11,805

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（介護保険部会）の開催にかかる委員報酬等の口座不能分の再支出について
640

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用、２月分端末機器等長期借入経費の支出について
100,422

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（２月分）
3,946,845

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（２月分）
1,153,009

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用、２月分端末機器等長期借入経費の支出について
1,661,436

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用、２月分サーバ機器等長期借入経費の支出について
2,740,920

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（２月分）
29,458,415

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（２月分）
236,470

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について(2月分)
141,461

福祉局 介護保険課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（２月分）
22,721,025

福祉局 介護保険課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成25年度12月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
7,416

福祉局 介護保険課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成26年2月分）
336
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福祉局 介護保険課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第49回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
65,475

福祉局 介護保険課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 第49回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
3,320

福祉局 介護保険課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成25年度12月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
57,340

福祉局 介護保険課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成26年2月分）
336

福祉局 介護保険課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度介護保険施設等人権研修に係る経費負担の支出について
83,755

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成25年度1月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
6,034

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成25年度1月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
42,868

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２５年度介護保険事務用ゴム印の作成にかかる経費の支出について
472

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
59,280

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
3,438,007

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　印刷製本費 介護保険事務用更新申請勧奨案内及び申請書記入例　外１点　印刷及び同所要経費の支出について（完納）
124,215

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
716,572

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２５年度要介護認定調査の手話通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（２月分）
13,230

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（２月分）
312,375

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（２月分）
260,841

福祉局 介護保険課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（２月分）
275,205

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 東成総合会館受水槽・高置水槽清掃業務にかかる所要経費の支出について
15,187

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（2月分）
29,003

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 東成総合会館受水槽・高置水槽清掃業務にかかる所要経費の支出について
2,083

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（2月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 東成総合会館受水槽・高置水槽清掃業務にかかる所要経費の支出について
4,872

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険住宅改修工事の制度課題協議にかかる職員の出席及び同所要経費の支出について
56,840

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者介護手続マニュアル　追録第４８号の購入にかかる経費の支出について
3,500

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険関係法令実務便覧追録第278-280号の購入にかかる経費の支出について
82,800

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度介護保険料口座振替済通知書等作成送付処理業務委託契約経費の支出について
343,956

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
11,041

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（２月分）
7,442,865

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（2月分）
160,557

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（３月分）
31,500

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（３月分）
46,200

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（３月分）
64,050

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書の作成料の支払いについて（３月分）
44,100

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（３月分）
56,700

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 東成総合会館受水槽・高置水槽清掃業務にかかる所要経費の支出について
11,458

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分【他】①）
94,500

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分①）
33,600

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分②）
6,300

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分⑥）
100,800

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分⑤）
12,600

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分③）
41,800

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２５年度介護保険要介護認定調査業務委託料の支出について（２月分）
68,037,265

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分④）
49,790

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分⑦）
15,750

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（2月分）
2,593

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度介護サービス等給付費の支払いについて（2月支給決定・個別支払分）
71,820

福祉局 介護保険課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度介護給付費府負担金の受入超過に伴う返還金の支出について
43,656,673

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
5,250

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
2,625
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福祉局 弘済院管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院管理運営用　診療報酬改定に伴う説明会参加にかかる経費の支出について
16,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
192,518

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　バッテリー補充液外４点の買入及び経費の支出について
72,819

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　薬袋　外３点購入経費の支出について
666,540

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（ディスポ防水シーツ）購入経費の支出について
7,108

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について　１２月分
12,733

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について　１１月分（追加１件）
1,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について　１月分
7,340

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　自動車運行管理業務委託経費の支出について　１月分
217,378

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 附属病院管理運営用　平成２５年度第９回受託研究審査委員会委員報酬にかかる経費の支出について（２月分）
16,500

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　日本看護協会機関誌　外２３点購入にかかる経費の支出について
291,450

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ボディソープ購入にかかる経費の支出について
20,160

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　無地シール購入及び臨時処方箋　外２点印刷にかかる経費の支出について
95,550

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ソーラー温湿度計購入にかかる経費の支出について
7,087

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（シュアシールドＳＶセット）購入経費の支出について
11,025

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（セレコックス錠１００ｍｇ　外３点）購入経費の支出について
168,840

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アミティーザカプセル２４μｇ　外４点）購入経費の支出について
80,441

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　照射赤血球濃厚液－ＬＲ２購入にかかる経費の支出について
17,234

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　図書購入費 附属病院運営用　日本看護協会機関誌　外２３点購入にかかる経費の支出について
13,234

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　２月分
1,597,018

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　２月分
988,090

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　診療報酬改定に伴う説明会参加にかかる旅費の支出について
2,400

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　臨時職員特定業務従事者健康診断業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
75,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　管外出張旅費（１月分）の支出について
6,500

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
498

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
16,479

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
4,720

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院煤煙測定業務委託経費の支出について
50,400

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　微量ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について
546,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
11,258

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
2,918

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
7,416

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
7,500

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　微生物検査業務委託（年間契約項目以外分）にかかる経費の支出について
672

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報償費　報償金 大阪市立弘済院給食業務評価委員会にかかる報償金等の支出について
26,190

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報償費　報償金 大阪市立弘済院給食業務評価委員会にかかる報償金等の支出について
26,190

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　費用弁償 大阪市立弘済院給食業務評価委員会にかかる報償金等の支出について
2,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　費用弁償 大阪市立弘済院給食業務評価委員会にかかる報償金等の支出について
4,640

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（２月分）
1,508,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金２月分の支出について
12,060

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　薬袋（Ｂ４）外１点購入経費の支出について
30,660

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　トナーカートリッジ購入にかかる経費の支出について
21,420

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　広告料 管理運営用　大阪市立弘済院求人広告の製作・掲載にかかる所要経費の支出について
40,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託料の支出について（長期継続契約）　２月分
1,608,999

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託料の支出について（長期継続契約）　２月分
2,145,832

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医事業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
1,827,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療廃棄物処理委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
25,746

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
259,413
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福祉局 弘済院管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　害虫等防除業務委託経費の支出について　２月分
28,700

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入経費の支出について　２月分
3,024

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２１年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について　２月分（完納）
44,764

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　火災通報装置アクリル板の買入および経費の支出について
1,890

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について（平成２６年２月分）
62,761

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について（平成２６年２月分）
26,965

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点（大阪市立弘済院）概算借入の経費の支出について（平成２６年２月分）
25,704

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　日本薬学会第１３４年会参加にかかる旅費の支出について
59,840

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（２月分）
60,039

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ウィルコム電話料金の支出について（２月分）
10,027

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　微生物検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
37,222

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点（大阪市立弘済院）概算借入の経費の支出について（平成２６年２月分）
53,980

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　２月分の支出について
16,906

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　２月分
14,220

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託経費の支出について　２月分
875,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建物等維持管理業務委託経費の支出について　２月分
1,123,500

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について　２月分
140,490

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について　２月分
1,549,625

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について　２月分
48,906

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について　２月分
64,581

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　２月分の支出について
3,446

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　２月分
2,730

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について　２月分
194,274

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について　２月分
9,534

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おむつ（大阪市立弘済院）概算借入の経費の支出について（平成２６年２月分）
137,812

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について（平成２６年２月分）
652

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について（平成２６年２月分）
77,593

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　２月分の支出について
16,115

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　２月分
14,290

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について　２月分
152,973

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について　２月分
714

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について（平成２６年２月分）
108,167

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　管外出張旅費（２月分）の支出について
8,090

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
3,045

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
178,908

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
452,550

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
115,846

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
137,854

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
417,217

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
165,267

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（２月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院医療用　酸素濃縮装置賃貸借にかかる経費の支出について（２月分）
46,357

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて　２月分
25,423

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
17,850

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠被験者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠介護者分）
7,000
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福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠被験者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠介護者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠被験者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠介護者分）
21,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠被験者分）
21,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠介護者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　冷気遮断シート購入にかかる経費の支出について
33,264

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
39,165

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,767,350

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
750,060

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
4,116

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
24,885

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,103,881

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇＰＴＰ）（単価契約）２月分経費の支出について
105,168

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇバラ）（単価契約）２月分経費の支出について
305,046

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
256,662

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
58,458

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）２月分経費の支出について
194,922

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠５ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
325,741

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠２０ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
693,157

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠２０ｍｇバラ）（単価契約）２月分経費の支出について
206,293

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
160,282

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ１瓶）（単価契約）２月分経費の支出について
126,661

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（オパルモン錠５μｇＰＴＰ）（単価契約）２月分経費の支出について
259,350

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）２月分経費の支出について
460,446

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
26,040

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）２月分経費の支出について
181,498

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,085,974

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
1,425,060

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（２月分）
5,617

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（２月分）
1,260

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムハードウェア保守委託にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
216,300

福祉局 弘済院管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムソフトウェア保守委託にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
355,950

福祉局 施設運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　離床センサーマット(コールマット)・ポケット受信器修理の所要経費の支出について
4,200

福祉局 施設運営課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）　平成２６年２月分
57,288

福祉局 施設運営課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　介護保険関係法令実務便覧追録買入にともなう支出について
3,450

福祉局 施設運営課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　畳買入及び経費の支出について
201,096

福祉局 施設運営課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第２特養運営用　市内出張旅費の支出について（平成２６年１月分）
3,160

福祉局 施設運営課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第２特養運営用　市内出張旅費の支出について（平成２６年２月分）
4,020

福祉局 診療所 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　医薬材料費 診療所業務用ＡＢＲ誘発用皿電極　外２点の購入経費の支出について
58,149

福祉局 診療所 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成25年度特定健診代行入力業務委託契約にかかる所要経費の支出について（１０月提出～１２月提出分）
13,230

福祉局 診療所 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成25年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる所要経費の支出について（１月分）
34,508

福祉局 診療所 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成25年度外注検査業務委託契約（診断・判定分）にかかる所要経費の支出について（１月分）
9,328

福祉局 診療所 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成２５年度白衣等洗濯請負契約（概算契約）にかかる所要経費の支出について（１月分）
29,809

福祉局 診療所 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成２５年度白衣等洗濯請負契約（概算契約）にかかる所要経費の支出について（２月分）
10,951

福祉局 診療所 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用ゴム印の購入経費の支出について
157
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福祉局 診療所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成25年度外注検査業務委託契約（診断・判定分）にかかる所要経費の支出について（２月分）
2,332

福祉局 診療所 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成25年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる所要経費の支出について（２月分）
41,057

福祉局 診療所 平成26年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 備品購入費　機械器具費 診療所業務用心電計の購入経費の支出について
878,850

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（平成26年1月分）
396,900

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用トナー買入経費の支出について
64,512

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成26年1月分）
19,667

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ガソリン代の支出について（平成26年1月分）
40,123

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 企画情報事業用『事業概要（平成25年度版）』印刷経費の支出について
32,760

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年1月分）
6,585

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年1月分）
219

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 心身障がい者リハビリテーションセンター診療所業務用診療放射線技師等の賃金の支出について（平成２６年２月分）
21,440

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年2月分）
25,271

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年2月分）
267

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年2月分）
1,000

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年2月分）
1,300

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成２６年１月分）
23,650

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入について
7,980

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（1階平成26年2月分）
28,112

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等ばい煙濃度測定業務委託経費の支出について
48,573

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（平成２５年度２月分）
11,999

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等ばい煙濃度測定業務委託経費の支出について
10,962

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（平成２５年度２月分）
5,911

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等ばい煙濃度測定業務委託経費の支出について
3,465

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（平成２５年度２月分）
1,858

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 心身障がい者リハビリテーションセンター等簡易専用水道定期検査経費の支出について
9,967

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　手数料 心身障がい者リハビリテーションセンター等簡易専用水道定期検査経費の支出について
2,003

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 心身障がい者リハビリテーションセンター等簡易専用水道定期検査経費の支出について
630

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等受水槽・高置水槽清掃業務委託経費の支出について
55,646

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等受水槽・高置水槽清掃業務委託経費の支出について
11,186

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等受水槽・高置水槽清掃業務委託経費の支出について
3,518

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度心身障害者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
15,384

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成26年2月分）
26,283

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ガソリン代の支出について（平成26年2月分）
44,213

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　船車修繕料 リハビリテーションセンター訪問診断事業用車両スライドドア修繕にかかる経費の支出について
42,735

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
116,440

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年2月分）
6,585

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（平成26年2月分）
396,900

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年2月分）
219

福祉局 相談課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 更生相談判定事業用　第２回補装具判定専門員会参加にかかる経費の支出について
28,100

福祉局 相談課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成25年12月）
288,090

福祉局 相談課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成26年1月）
48,015

福祉局 相談課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成25年12月）
7,500

福祉局 相談課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成26年1月）
1,420

福祉局 相談課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 知的障害者相談・判定事業用　相談関係帳票の印刷及び同経費の支出について
272,160

福祉局 相談課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 手帳交付事務用　身体障がい者手帳の作成及び同所要経費の支出について
83,895

福祉局 相談課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　備品修繕料 手帳交付事務用　身体障害がい者手帳シールプレスの修繕について
31,080

建設局 管理部管理課 平成26年03月03日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
541,000

建設局 管理部管理課 平成26年03月03日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）出入橋駐車場
30,909
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建設局 管理部管理課 平成26年03月12日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 菅原城北大橋有料道路料金徴収等業務委託（長期継続）経費の支出について（１月分）
2,610,965

建設局 管理部管理課 平成26年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）桜橋駐車場
818,629

建設局 管理部管理課 平成26年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）長堀駐車場等
17,426,871

建設局 管理部管理課 平成26年03月18日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報償費　報償金 指定管理者評価シート（平成24年度分）総合評価に係る外部専門家の意見に対する報酬の支出について
32,010

建設局 管理部管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成26年１月分）の支出について
980

建設局 管理部管理課 平成26年03月20日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 使用料及賃借料　使用料 菅原城北大橋有料道路用硬貨自動選別収納機長期借入経費の支出について（２月分）
22,890

建設局 管理部管理課 平成26年03月20日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 使用料及賃借料　使用料 菅原城北大橋有料道路用自動料金収受装置借入経費の支出について（２月分）
3,197,250

建設局 管理部管理課 平成26年03月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（２月分）プロバイダ料
1,869

建設局 管理部管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（守口）２月分の支出について
82,486

建設局 管理部管理課 平成26年03月28日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（守口）２月分の支出について
110,238

建設局 管理部管理課 平成26年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（３月分）ＡＴＣ分
7,150

建設局 管理部管理課 平成26年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（３月分）大阪国道事務所分
6,310

建設局 管理部管理課 平成26年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）ＯＣＡＴ駐車場
54,320

建設局 管理部管理課 平成26年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）ＡＴＣ駐車場
11,319

建設局 管理部管理課 平成26年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）船場パーキング
365,374

建設局 管理部管理課 平成26年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 公課費　公課費 駐車場事業会計にかかる平成25年度課税期間分の消費税および地方消費税の中間納付について
12,955,200

建設局 管理部管理課 平成26年03月31日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（北摂）２月分の支出について
175,825

建設局 管理部管理課 平成26年03月31日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 公課費　公課費 有料道路事業会計にかかる平成25年度課税期間分の消費税および地方消費税の中間納付について
2,235,600

建設局 測量明示課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量明示業務用３級基準点鋲外２点買入経費の支出について
1,262,625

建設局 測量明示課 平成26年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量明示業務用コングルーボンド外４点買入経費の支出について
169,218

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
247,170

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
41,580

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
38,640

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用平成２２年度測量計算ＣＡＤシステム機器等（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
321,993

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量計算用コンピュータシステム一式長期借入（その２）経費の支出について（平成２６年２月分）
32,235

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
59,182

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピューターシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
127,155

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用平成２３年度普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
189,000

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
256,200

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用普通自動車（バン）（都市整備局）長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
138,600

建設局 測量明示課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
41,775

建設局 測量明示課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２６年２月分）
1,600

建設局 測量明示課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 測量業務用トータルステーション点検整備経費の支出について
220,500

建設局 測量明示課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 測量業務用トータルステーション修繕経費の支出について
81,900

建設局 測量明示課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム機器長期借入に伴う保守業務委託の経費の支出について
1,155,000

建設局 測量明示課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量明示業務用トナーカートリッジ外８点買入経費の支出について
145,530

建設局 路政課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路管理システム対応端末機器等（２０１３年度）長期借入経費の支出について（１月分）
228,630

建設局 路政課 平成26年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（平成２６年１月分）
6,005

建設局 路政課 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 放棄車両リサイクルに係る自動車リサイクル料金の支払いについて（１月分）
26,650

建設局 路政課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（２月分）の支出について
8,078

建設局 路政課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（７）
34,759,200

建設局 路政課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（３）
5,345,000

建設局 路政課 平成26年03月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン回線使用料の支出について（１月分）
8,266

建設局 路政課 平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン（２０１３年）長期借入経費支出について（２６年２月分）
6,321

建設局 路政課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る立退補償費の支出について（６）
630,900

建設局 路政課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（８）
1,183,700

建設局 路政課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（４）
1,781,000

建設局 路政課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（2月分）
2,860
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建設局 路政課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（平成２６年２月分）
8,371

建設局 路政課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（２月分）の支出について②
10,404

建設局 路政課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（２月分）の支出について①
27,263

建設局 自転車対策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（２月分）
25,313,852

建設局 自転車対策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－２（２月分）の支出について
38,325

建設局 自転車対策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張等交通費の支出について（２月分）
11,136

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（２月分）
1,874,250

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（２月分）
3,127,950

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（２月分）
1,317,750

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（２月分）
2,265,900

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（２月分）
2,149,350

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料に支払いについて（２月分）
2,163,000

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（２月分）
2,440,200

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（２月分）
1,085,700

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（２月分）
2,345,700

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（２月分）
3,360,000

建設局 自転車対策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（２月分）
3,743,250

建設局 自転車対策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（2月）
16,180

建設局 自転車対策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　撤去自転車管理バーコードシール印刷（その２）にかかる経費の支出について
192,780

建設局 自転車対策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 防犯登録照会システム用回線使用料の支出について（３月分）
23,908

建設局 工務課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 津守工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
1,228,500

建設局 工務課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 津守工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
451,500

建設局 工務課 平成26年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（1月分）の支出について
13,100

建設局 工務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ８００す１３）定検整備（定期点検）にかかる経費の支出について
18,900

建設局 工務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（普通自動車（なにわ３００ら６０６５））
27,840

建設局 工務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 市内一円直営作業発生廃油等産業廃棄物処理業務委託の委託料精算金の支出について
1,554,000

建設局 工務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 市岡工営所管内事故防止対策業務委託第６回中間金の支出について
514,500

建設局 工務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について（普通自動車（なにわ８００す１３））
16,400

建設局 工務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 市岡工営所管内事故防止対策業務委託第６回中間金の支出について
126,000

建設局 工務課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 市内一円直営作業発生廃プラ類等産業廃棄物処理業務委託の委託料精算金の支出について
840,000

建設局 工務課 平成26年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　凍結防止剤（道路）買入経費の支出について
525,000

建設局 工務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 報償費　報償金 委員報償（平成25年度第1回建設局入札契約に関する有識者会議）の経費の支出について-1
5,335

建設局 工務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 報償費　報償金 委員報償（平成25年度第1回建設局入札契約に関する有識者会議）の経費の支出について-3
5,335

建設局 工務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 報償費　報償金 委員報償（平成25年度第1回建設局入札契約に関する有識者会議）の経費の支出について-2
5,335

建設局 工務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 市内一円直営作業発生がれき類等産業廃棄物処理業務委託－２の委託料精算金の支出について
10,836,000

建設局 工務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 報償費　報償金 委員報償（平成25年度第1回建設局入札契約に関する有識者会議）の経費の支出について-1
10,670

建設局 工務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 報償費　報償金 委員報償（平成25年度第1回建設局入札契約に関する有識者会議）の経費の支出について-3
10,670

建設局 工務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 報償費　報償金 委員報償（平成25年度第1回建設局入札契約に関する有識者会議）の経費の支出について-2
10,670

建設局 工務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年2月分）
106,554

建設局 工務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（７月・１月・２月分）の支出について
32,800

建設局 工務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 十三工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
2,352,000

建設局 工務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平野工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
2,740,500

建設局 工務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年2月分）
106,554

建設局 工務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平野工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
745,500

建設局 工務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 十三工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
661,500

建設局 工務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年2月分）
106,554

建設局 工務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（２月分）の支出について
21,540

建設局 工務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（２月分）の支出について
61,236
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建設局 工務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（２月分）
126,102

建設局 工務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（２月分）
83,838

建設局 工務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（２月分）
222,292

建設局 工務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（２月分）
1,141,812

建設局 工務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式　長期借入の支出について（２月分）
61,313

建設局 工務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局勤務情報等システム導入に係るパソコン(2008年度)一式長期借入－２の支出について（２月分）
1,825

建設局 工務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成21年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（２月分）
23,211

建設局 工務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（2月分）
164,500

建設局 工務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（2月分）
164,500

建設局 工務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（2月分）
493,582

建設局 工務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（2月分）
109,666

建設局 工務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（2月分）
95,955

建設局 工務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 南部方面管理事務所管内維持管理業務委託の委託料精算金の支出について
510,000

建設局 工務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 南部方面管理事務所管内維持管理業務委託の委託料精算金の支出について
514,500

建設局 工務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 市岡工営所管内事故防止対策業務委託第７回中間金の支出について
451,500

建設局 工務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 南部方面管理事務所管内維持管理業務委託の委託料精算金の支出について
4,761,000

建設局 工務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 大和川両岸道路路肩除草清掃業務委託の委託料精算金の支出について
3,916,500

建設局 工務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 委託料　委託料 南部方面管理事務所管内維持管理業務委託の委託料精算金の支出について
17,356,500

建設局 工務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 市岡工営所管内事故防止対策業務委託第７回中間金の支出について
115,500

建設局 工務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 第2本部設置固定電話　電話料金（平成26年3月分）の支出について
5,214

建設局 工務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（2008年度）一式長期借入－２の支出について（２月分）
45,307

建設局 工務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 第2本部設置固定電話　電話料金（平成26年3月分）の支出について
1,303

建設局 管理部設備課 平成26年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 歌島豊里線道路照明灯設置工事－２の工事前払金の支出について
1,910,000

建設局 管理部設備課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 恵美須城東線（玉造筋）大阪城道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
5,376,000

建設局 管理部設備課 平成26年03月12日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 上汐駐車場無線通信補助設備更新工事の工事費前払金の支出について
8,240,000

建設局 管理部設備課 平成26年03月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　分担金 高規格道路照明灯（スーパー防犯灯）緊急通報装置の保守点検にかかる分担金の支出について
1,969,223

建設局 管理部設備課 平成26年03月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　分担金 高規格道路照明灯（スーパー防犯灯）緊急通報装置（南署３号機）の補修にかかる分担金の支出について
48,300

建設局 管理部設備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 高規格道路照明灯通信線添架料（関西電力　大阪南支店）の支出について（平成25年度分）
56,910

建設局 管理部設備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 高規格道路照明灯通信線添架料（関西電力　大阪北支店）の支出について（平成25年度分）
17,850

建設局 管理部設備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 蒲生アンダーパス冠水表示板設置工事の工事精算金の支出について
3,790,000

建設局 管理部設備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用及び公園事業用市内等出張交通費の支出について（2月分）
13,853

建設局 管理部設備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年2月分）
113,085

建設局 管理部設備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式長期借入の経費の支出について（平成26年2月分）
227,592

建設局 管理部設備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 道路事業用及び公園事業用市内等出張交通費の支出について（2月分）
3,888

建設局 管理部設備課 平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 大阪迎賓館空調設備点検整備業務委託－２の委託料精算金の支出について
231,000

建設局 管理部設備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 野江１号ポンプ場外１状態監視装置設置工事の工事精算金の支出について
2,227,050

建設局 管理部設備課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 大阪城公園大阪城ホール前モニュメント形照明塔点検整備業務委託の委託料の精算金の支出について
714,000

建設局 管理部設備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 瓜破大橋情報板改修工事に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
60,720

建設局 管理部設備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺バイパス視線誘導灯設置工事の工事前払い金の支出について
9,980,000

建設局 管理部設備課 平成26年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 西横堀駐車場照明設備更新工事の工事精算金の支出について
23,299,500

建設局 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料金の支出について(平成26年1月分(2月請求))
43,622

建設局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 安全衛生用衣類乾燥機買入に係る経費の支出について
84,630

建設局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　判例交通事故損害賠償法追録第４１１号外７点買入経費の支出について
34,900

建設局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成25年12月分(2月請求))
79,427

建設局 総務課 平成26年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　都市計画外１点買入経費の支出について
20,000

建設局 総務課 平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（２月分）の支出について
2,140

建設局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる支出について(平成26年2月分(3月請求))
11,655

建設局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成26年2月分(3月請求))
2,229,392
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建設局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成26年2月分(3月請求))
5,049

建設局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる支出について(平成26年2月分(3月請求))
42,735

建設局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式（A）外１点借入にかかる支出について(平成26年2月分(3月請求))
34,231

建設局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式（A）外１点借入にかかる支出について(平成26年2月分(3月請求))
14,480

建設局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式（A）外１点借入にかかる支出について(平成26年2月分(3月請求))
6,436

建設局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成26年3月分(3月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　長狭物維持・管理の手引－自治体による旧法定外公共物の運営－追録第７号買入経費の支出について
10,000

建設局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１月分）
145,500

建設局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建設物価外４点買入経費の支出について
37,200

建設局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建設物価外４点買入経費の支出について
278,160

建設局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建設物価外４点買入経費の支出について
37,200

建設局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建設物価外４点買入経費の支出について
49,200

建設局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全対策用消火器外１点の買入にかかる経費の支出について
5,250

建設局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料金の支出について(平成26年2月分(3月請求))
51,469

建設局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等用電話回線使用料の支出について(平成26年2月分(3月請求))
323,912

建設局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 安全対策用消火器外１点の買入にかかる経費の支出について
6,090

建設局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成26年2月分(3月請求))
87,607

建設局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全対策用消火器外１点の買入にかかる経費の支出について
1,050

建設局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成26年3月分(3月請求))
6,000

建設局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
251,350

建設局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 安全対策用消火器外１点の買入にかかる経費の支出について
24,990

建設局 職員課 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報償費　報償金 平成25年度建設局職員安全衛生研修会の実施に係る所要経費の支出について
114,059

建設局 職員課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 第１種衛生管理者免許申請にかかる手数料の支出について
1,500

建設局 職員課 平成26年03月18日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 危険物取扱者免状交付の申請の実施ならびに所要経費の支出について
5,600

建設局 職員課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 安全衛生用　農薬散布業務従事者健康診断実施にかかる事業請負契約費用の支出について
24,885

建設局 職員課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費２月分の支出について
2,880

建設局 経理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉外９５点買入経費の支出について
388,475

建設局 経理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉外９５点買入経費の支出について
73,867

建設局 経理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（2月分‐1）
14,400

建設局 経理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　占用（設計書）袋買入経費の支出について
28,481

建設局 経理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（2月分‐1）
19,813

建設局 経理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（2月分‐1）
34,900

建設局 経理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（1～3月分）買入(単価契約）1月分買入経費の支出について
76,986

建設局 経理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２５年度　国直轄事業費負担金の支払いについて（３回目）
340,492,166

建設局 経理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（1～3月分）買入(単価契約）1月分買入経費の支出について
8,458

建設局 経理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１月分　単価契約）(旧ゆとりとみどり振興局分）
267,448

建設局 経理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１２月分
19,647

建設局 経理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１２月分
213,923

建設局 経理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１月分　単価契約）
86,023

建設局 経理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１月分　単価契約）
1,008,766

建設局 経理課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１月分　単価契約）
2,031,039

建設局 経理課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１月分　単価契約）
32,683

建設局 経理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について(３月分)
664

建設局 経理課 平成26年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について(３月分)
7,590

建設局 経理課 平成26年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について(３月分)
31,080

建設局 経理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（１月分）にかかる買入経費の支出について
31,479

建設局 経理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
1,974

建設局 経理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
215,119
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建設局 経理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
78,154

建設局 経理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
1,609

建設局 経理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
182,751

建設局 経理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
50,543

建設局 経理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
13,650

建設局 経理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（１月分）にかかる買入経費の支出について
157

建設局 経理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)1月分
15,831

建設局 経理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１２月分）
20,724

建設局 経理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用ダブルクリップ外６４点買入経費の支出について
159,133

建設局 経理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１２月分）
32,605

建設局 経理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１２月分）
25,137

建設局 経理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１２月分）
83,230

建設局 経理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１２月分）
157,395

建設局 経理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１２月分）
4,409

建設局 経理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１２月分）
58

建設局 経理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１２月分）
155,968

建設局 経理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 一般事務用ダブルクリップ外６４点買入経費の支出について
130,940

建設局 経理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（2月分‐2）
4,610

建設局 経理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（2月分‐2）
840

建設局 経理課 平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（１月分）
15,200

建設局 経理課 平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（2月分‐2）
5,120

建設局 経理課 平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（2月分‐2）
2,100

建設局 経理課 平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（2月分‐2）
44,600

建設局 経理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
55,282

建設局 経理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
200,813

建設局 経理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
13,742

建設局 経理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
127,171

建設局 経理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
42,664

建設局 経理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
3,832

建設局 経理課 平成26年03月20日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
4,838

建設局 経理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（３月分)
249,000

建設局 経理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（３月分)
15,000

建設局 経理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（３月分)
1,000

建設局 経理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について(軽油　２月分　単価契約）
729,750

建設局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１月分）
39,351

建設局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１月分
20,093

建設局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１月分
191,710

建設局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１月分）
25,981

建設局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
128,975

建設局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
34,391

建設局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１月分）
115,864

建設局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（１月分）
1

建設局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
8,808

建設局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
223,710

建設局 経理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（3月分‐1）
852

建設局 経理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（3月分‐1）
4,920

建設局 経理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金の繰入金の支出について（3月分‐1）
600

建設局 経理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（3月分‐1）
34,300
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建設局 企画課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張（近接地を含む）交通費２月分の支出について
2,340

建設局 企画課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張（近接地を含む）交通費２月分の支出について
400

建設局 道路部調整課 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 安治川河底隧道警備業務委託の委託料中間払について（１月分）
2,814,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（１月分）
1,620,549

建設局 道路部調整課 平成26年03月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（１月分）
2,226

建設局 道路部調整課 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 船場高架橋補修工事－３の工事精算金の支出について
142,747,500

建設局 道路部調整課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 国道４７９号（長居公園通）外１鷹合電線共同溝設置その他工事の工事費前払金の支出について
28,330,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 国道４７９号（長居公園通）外１鷹合電線共同溝設置その他工事の工事費前払金の支出について
2,050,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西成区第３７４号線舗装補修工事－２の工事費前払金の支出について
9,314,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 伝法歩道橋塗装工事の工事費精算金の支出について
3,872,750

建設局 道路部調整課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内橋梁補修工事（道路事業費分）の工事精算金の支出について
1,893,550

建設局 道路部調整課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内橋梁補修工事（橋梁事業費）の工事精算金の支出について
40,055,400

建設局 道路部調整課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 西成区第３７４号線舗装補修工事－２の工事費前払金の支出について
66,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 大正区第８００９号線外１舗装補修その他工事の工事費中間前払金の支出について
1,030,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 大正区第８００９号線外１舗装補修その他工事の工事費中間前払金の支出について
6,880,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住吉区第５３０号線擁壁補修工事の工事費精算金の支出について
10,095,750

建設局 道路部調整課 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 湊町駅前東西線（２期整備東側）地下通路消防設備修繕（緊急）の精算金の支出について
28,350

建設局 道路部調整課 平成26年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 第４回連続立体交差事業に関する勉強会出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,020

建設局 道路部調整課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 工営所給水用等水道料金の支出について（２月分）
1,495

建設局 道路部調整課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 城東区第６８２号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
10,460,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東成区第５９１号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
12,720,800

建設局 道路部調整課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（２月分）
514,883

建設局 道路部調整課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 浪速区第２８１４号線外２舗装補修工事の工事費精算金の支出について
16,912,350

建設局 道路部調整課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 日吉歩道橋補修工事の工事費精算金の支出について
9,894,900

建設局 道路部調整課 平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（２月分）
46,947

建設局 道路部調整課 平成26年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成２５年度田中賞「作品部門」候補「内容説明会」出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,100

建設局 道路部調整課 平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 大淀区第１３６号線外２歩道改良その他工事－２の工事費前払金の支出について
5,640,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 巽池尻女辻線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
9,182,400

建設局 道路部調整課 平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　負担金 道路公社の債務償還に伴う大阪市利子負担金について
17,655,928

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 安治川河底トンネル監視室電話代の支出について（２月分）
3,221

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路標識点検調査等業務委託の委託料精算金の支出について
1,657,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路標識点検調査等業務委託の委託料精算金の支出について
6,270,500

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 市岡工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費前払金の支出について
660,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 恵美須城東線（玉造筋）大阪城電線共同溝設置工事の工事費精算金の支出について
37,190,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 恵美須城東線（玉造筋）大阪城電線共同溝設置工事の工事費精算金の支出について
18,309,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路舗装修繕工事の工事費精算金の支出について
103,500,600

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西成区第８００１号線外１舗装補修工事の工事費精算金の支出について
6,485,300

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第１２７８号線外１舗装補修工事の工事前払金の支出について
14,890,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費前払金の支出について
4,790,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内道路舗装修繕工事の工事費精算金の支出について
66,568,450

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路舗装修繕工事の工事費精算金の支出について
92,519,550

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路公社借入金の債務保証履行にかかる補償金の支出について
3,599,679,893

建設局 道路部調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第１２７８号線外１舗装補修工事の工事前払金の支出について
3,530,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用　プロッタ用紙外１点買入の支出について
37,800

建設局 道路部調整課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 巽歩道橋撤去工事－３の工事費前払金の支出について
2,680,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 築港深江線（中央大通）東成電線共同溝設置工事にかかる工事費精算金の支出について
40,920,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 築港深江線（中央大通）東成電線共同溝設置工事にかかる工事費精算金の支出について（科目追加分）
9,324,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費前払金の支出について
48,440,000
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建設局 道路部調整課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費前払金の支出について
56,390,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費前払金の支出について
15,370,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費前払金の支出について
10,400,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
12,312

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（３月分）
6,657

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の水道料金の支出について（２月分）
1,574

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（２月分）
53,516

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（２月分）
1,731

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（２月分）
44,411

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 淀川北岸線（菅原）土質調査業務委託の委託料精算金の支出について
3,538,500

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 長吉東部１号線土質調査業務委託の委託料精算金の支出について
609,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（２月分）
32,624

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 路面下空洞調査業務委託の委託料精算金の支出について
29,158,500

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路舗装修繕工事にかかる工事費精算金の支出について
128,097,900

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（２月分）
8,240

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
1,674

建設局 道路部調整課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 豊里大橋ケーブル緊急補修工事の工事精算金の支出について
6,993,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の電気料金の支出について（２月分）
254,678

建設局 道路部調整課 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考・企画調整業務用　季刊土木コスト情報（冬号）外３点買入経費の支出について
11,214

建設局 道路部調整課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考・企画調整業務用　季刊土木コスト情報（冬号）外３点買入経費の支出について
15,435

建設局 道路部調整課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住吉区第７９９号線外１舗装補修工事の工事費精算金の支出について
9,225,950

建設局 道路部調整課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 鶴見区第１１４４号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
11,326,850

建設局 道路部調整課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 サイン柱（旧タイプ）シンボルマークΦ４００外９点買入経費の支出について
1,050,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考・企画調整業務用　季刊土木コスト情報（冬号）外３点買入経費の支出について
5,607

建設局 道路部調整課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 住吉区第７９９号線外１舗装補修工事の工事費精算金の支出について
3,481,800

建設局 道路部調整課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 鶴見区第１１４４号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について（科目追加分）
1,547,700

建設局 道路部調整課 平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 Ｔｈｉｎｋ　Ｏｕｒ　Ｓｔｒｅｅｔ推進委員会事業検討部会の出席に係る管外出張旅費の支出について
28,830

建設局 道路部調整課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 扇町公園南通線舗装補修工事－２の工事費前払金の支出について
8,800,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 大阪臨海線（新なにわ筋）歩道補修工事－２の工事費前払金の支出について
12,210,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 船場高架橋補修工事－４の工事前払金の支出について
74,150,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 大阪臨海線（新なにわ筋）歩道補修工事－２の工事費前払金の支出について
660,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内橋梁補修工事（道路事業費分）の工事精算金の支出について
5,179,550

建設局 道路部調整課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費前払金の支出について
43,760,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内橋梁補修工事（道路事業費分）の工事精算金の支出について
14,015,500

建設局 道路部調整課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 淀川区第１２５８号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
29,190,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内橋梁補修工事（橋梁事業費分）の工事精算金の支出について
27,094,350

建設局 道路部調整課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 新御堂筋線高架橋伸縮継手装置補修工事（緊急）の工事精算金の支出について
1,732,500

建設局 道路部調整課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内橋梁補修工事（橋梁事業費）の工事精算金の支出について
15,751,550

建設局 道路部調整課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費前払金の支出について
15,380,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度地方職員共済組合団体共済部にかかる大阪市負担金の支出について
2,061,228

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（２月分）
98,762,599

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（２月分）
1,175,583

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置（光回線）の支出について（２月分）
6,048

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（２月分）
380,913

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線（光回線）の支出について（２月分）
12,096

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（２月分）
6,310

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等用専用回線使用料の支出について（２月分）
161,609

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（２月分）
7,108
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建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）２月分（光回線）の支出について
195,788

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管路費）の支出について（２月分）
123,082

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）２月分（光回線）の支出について
18,144

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路施設（光回線）の支出について（２月分）
12,096

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 十三工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費前払金の支出について
950,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 中浜工営所管内交通安全施設維持修繕工事にかかる工事費前払金の支出について
1,540,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費前払金の支出について
5,200,000

建設局 道路部調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内交通安全施設維持修繕工事にかかる工事費前払金の支出について
6,240,000

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 三大都市 地震・津波対策勉強会 第３回事務担当者会議に係る管外出張旅費の支出について
27,700

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 細江川遊歩道外１改修工事の工事費精算金の支出について
2,012,200

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用平成25年度河川維持管理技術研究会（第１回全体会議）に係る管外出張旅費の支出について
28,020

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 空港放水路舗装補修工事の工事費精算金の支出について
3,100,650

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 細江川外１防護柵補修工事の工事費精算金の支出について
4,887,750

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（２月分）
2,753

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（２月分）
5,005

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 昆虫成長阻害剤スミラブ粒剤買入経費の支出について
317,520

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　低食塩次亜塩素酸ソーダ（今川ポンプ場外９箇所）概算買入に伴う経費の支出について（２月分）
66,357

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外４か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（２月分）
30,597

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（２月分）
1,659

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（２月分）
24,764

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（２月分）
698,250

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（２月分）
145,419

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（２月分）
23,520

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（２月分）
62,646

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 委託料　委託料 平成２５年度河川水の水質分析に係る費用の支出について（下水道事業会計への支出）
848,460

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 今川外１防護柵補修工事の工事費精算金の支出について
28,298,250

建設局 下水道河川部調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 負担金、補助及交付金　分担金 リビエール関目団地の清掃等に関する覚書に基づく平成２５年度負担金の支出について
173,155

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　軍手買入経費の支出について
68,229

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 中浜工営所にかかる電気料金の支出について（２６年１月分）
189,562

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　ダンプトラック（なにわ８００す４０２０）定検整備にかかる経費の支出について
40,950

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について（ダンプトラック（なにわ８００す４０２０））
24,600

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　建物修繕料 城北川親水河川ウォータースクエアポンプ場薬液タンク修繕（緊急）の修繕料の支出について
808,500

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月05日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　消耗品費 菅原城北大橋料金徴収設備用阻止棒買入（その２）にかかる経費の支出について
278,250

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　２月分電話等料金の支出について
145,043

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事費前払金の支出について（道路分）
6,460,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（12月分）
10,180

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（11月分）
10,925

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（ダンプトラック（なにわ８００す５５７６）外１３点）（その２）」
260,070

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 清水共同溝遠方監視用電源モジュール外２点買入にかかる経費の支出について
48,300

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（1月分）
6,196

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃業務委託長期継続の施行及び同経費の支出について（平成25年度2月分）
112,995

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかるガス料金の支出について（２６年２月分）
66,773

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
14,500

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 中浜工営所外1か所にかかる水道料金の支出について（26年2月分）
172,729

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 中浜工営所外1か所にかかる水道料金の支出について（26年2月分）
64,347

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　ハンドカッター用部品クラッチシュー外5点買入経費の支出について
67,242

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 中浜工営所にかかるガス料金の支出について（26年2月分）
234,911

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（2月分）
6,009
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建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
26,322

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
14,857

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事－３の工事費精算金の支出について（道路分）
48,924,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事－３の工事費精算金の支出について（橋梁分）
167,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事－３の工事費精算金の支出について（河川分）
31,500

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 中浜工営所にかかる電気料金の支出について（２６年２月分）
205,271

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 田島工営所外１か所にかかる電気料金の支出について（26年2月分）
164,626

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　３月分電話等料金の支出について
156,739

建設局 田島工営所 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２６年１月分）
5,158

建設局 田島工営所 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
41,093

建設局 田島工営所 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
18,585

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 橋梁整備用千歳橋道路情報板修繕（緊急）にかかる経費の支出について
472,500

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用タンピングランマー外２点買入経費の支出について
74,235

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　機械器具費 現場作業用タンピングランマー外２点買入経費の支出について
313,950

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　市岡工営所真空式温水ヒータ修繕（緊急）にかかる経費の支出について
172,935

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 市内一円冠水監視カメラシステム保守点検業務委託料の支出について
1,312,500

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
1,400

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用ポリタル外１点買入経費の支出について
174,300

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　建物修繕料 河川施設整備用東横堀川水門　ITV設備盤分割表示装置修繕（緊急）にかかる経費の支出について
1,008,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 河川施設整備用東横堀川水門　マイターゲート修繕にかかる経費の支出について
7,665,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用安全ゴム長靴外３点買入経費の支出について
118,125

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両整備用　チューブレスタイヤ外３点買入経費の支出について
372,960

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 衛生管理用洗濯機買入経費の支出について
32,550

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期点検（中間点検）（なにわ880あ1744）外10点にかかる経費の支出について
51,975

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期点検（中間点検）（なにわ880あ1730）外６点にかかる経費の支出について
62,475

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 庁舎管理用灯油買入経費の第2回支出について（1月分～3月分　概算契約）
110,250

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）下半期買入（単価契約）（２月分）の支出について
37,827

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
43,323

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用雨合羽（白）外２点買入経費の支出について
503,632

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
800

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,940

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,625

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,100

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,280

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 現場作業用雨合羽（白）外２点買入経費の支出について
582,173

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 渡船整備用渡船『みどり丸』オーニング修繕にかかる経費の支出について
2,887,500

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 現場作業用雨合羽（白）外２点買入経費の支出について
198,187

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 船舶用燃料にかかる経費の第2回支出について（Ａ重油買入　第4四半期　概算契約）
207,900

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 船舶用燃料にかかる経費の第1回支出について（軽油買入　第4四半期　概算契約）
217,350

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 河川施設整備用船着場案内サイン表示装置修繕にかかる経費の支出について
1,289,400

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用、市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
3,580

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 西成区第369号線道路改良工事-2に使用する自由勾配側溝の製品検査に係る管外出張命令について
2,620

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用フューザーユニットキット買入経費の支出について
28,560

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事－２の工事費精算金の支出について
59,252,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事－２の工事費精算金の支出について
3,580,500

建設局 市岡工営所 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
23,505

建設局 市岡工営所 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について　（２月分）
1,180

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月11日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　手数料 渡船「ちづる」にかかる法定点検（中間検査）受検手数料の支出について
29,500
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建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　手数料 大阪市天保山渡船場浄化槽定期検査手数料の支出について
5,000

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－①）
13,088

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－①）
19,950

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－①）
10,040

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－①）
2,300

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（２月分）
6,132

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内出張交通費（２月分）にかかる支出について
10,380

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－②）
8,298

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 河川・渡船管理事務所仮設倉庫　長期借入（その２）にかかる経費の支出について（２月分）
112,581

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－②）
33,075

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　手数料 道頓堀川水門「ホイスト式天井クレーン」にかかる性能検査受検手数料の支出について
15,800

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 旧南工営所光熱水費の支出について（２６年１月使用分電気料金）
43,746

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 住之江工営所光熱水費の支出について（２６年１月使用分電気料金）
252,730

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月04日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 道路情報提供装置点検業務委託－２にかかる経費の支出について
298,200

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　ビニール袋外１点買入にかかる経費の支出について
62,055

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 駐車場案内装置（ＶＩＣＳ）点検業務委託にかかる経費の支出について
136,500

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所光熱水費の支出について（２６年２月分電気料金）
299,567

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 庁舎管理用簡易専用水道定期検査手数料の支出について（東部方面管理事務所外４か所）
30,941

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　道路維持作業車（なにわ８８０あ５６９）修繕にかかる経費の支出について
24,885

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　ゴム製胴付長靴買入にかかる経費の支出について
37,747

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車輌整備用　チューブレスタイヤ外１点（平野工営所分）買入（その２）にかかる経費の支出について
88,200

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　道路維持作業車（なにわ８８０あ５８５）修繕にかかる経費の支出について
57,466

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　デジタルカメラ買入（その３）にかかる経費の支出について
23,310

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所光熱水費の支出について（平成２６年２月使用分ガス料金）
112,208

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 住之江工営所光熱水費の支出について（平成２６年２月使用分ガス料金）
175,331

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 道路維持作業用　ビブロプレート修繕（緊急）にかかる経費の支出について
52,710

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 道路維持作業用　ビブロプレート修繕（緊急）（その２）にかかる経費の支出について
32,550

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事－２にかかる経費の支出について（道路）
113,253,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事－２にかかる経費の支出について（橋梁）
399,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事－２にかかる経費の支出について（河川）
94,500

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 住之江下水処理場外１４か所水道料金平成２６年２月使用分の支出について
330,898

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所水道料金平成２６年２月使用分の支出について
90,327

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内ＫＤＤＩ電話料金２月使用分の支出について
32,778

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
29,707

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２５年１２月分）支出について
4,421

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
2,625

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
100

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
3,678

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２６年１月分）支出について
6,515

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 住吉川耐震護岸整備工事－３に伴う工場製作品検査に係る管外出張旅費の支出について
53,640

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張交通費ならびに近接地管外出張旅費の支出について（平成２６年２月分）
1,359

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張交通費ならびに近接地管外出張旅費の支出について（平成２６年２月分）
840

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 住之江工営所光熱水費の支出について（２６年２月使用分電気料金）
286,703

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 旧南工営所光熱水費の支出について（２６年２月使用分電気料金）
29,664

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所光熱水費の支出について（２６年３月分電気料金）
316,909

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　ミニパトロールカー（なにわ８０あ２２５０）修繕にかかる経費の支出について
17,507

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内電話料金２月使用分の支出について
223,201

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１月分)
6,800
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建設局 平野工営所 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成26年1月分)の支出について
6,948

建設局 平野工営所 平成26年03月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,956

建設局 平野工営所 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,999

建設局 平野工営所 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,625

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　十三工営所浴室給湯管修繕（緊急）の経費にかかる支出について
132,930

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（1月分）
11,751

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　塩ビ板買入にかかる経費の支出について
29,400

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ299号車）外1台　車載用拡声器修繕にかかる経費の支出について
36,750

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用　自動車重量税の支出について（自動車定期整備なにわ８００す１４）
16,400

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　グレーチング買入にかかる経費の支出について
116,130

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ８００す１４）修繕にかかる経費の支出について
8,662

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 大阪駅前地下道外２空調設備熱交換器等点検洗浄業務委託にかかる委託料精算金の支出について
3,920,700

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月14日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 大阪駅前地下道外２空調設備熱交換器等点検洗浄業務委託にかかる委託料精算金の支出について
145,950

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　ハンドカッター用部品クラッチシュー外5点買入にかかる経費の支出について
68,565

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　作業車（なにわ800さ7494号車）修繕にかかる経費の支出について
140,322

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ587号車）修繕にかかる経費の支出について
36,718

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（中間点検）（北部その２）にかかる経費の支出について
289,275

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 庁舎管理用　十三工営所外１か所産業廃棄物処理業務委託にかかる委託料精算金の支出について
65,572

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 大阪駅前地下道外２ITVカメラ保守点検業務委託にかかる委託料精算金の支出について
647,535

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 大阪駅前地下道外２ITVカメラ保守点検業務委託にかかる委託料精算金の支出について
474,915

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（1月分その２）
1,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 チューブレスタイヤ外１点買入（その３）にかかる経費の支出について
88,200

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
21,337

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,485

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,900

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 大阪駅前地下道消防設備用　消火栓用ホース買入経費の支出について
113,253

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（２月分）
10,436

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事－３にかかる工事費精算金の支出について（道路）
65,403,500

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用　自動車重量税の支出について（自動車定期整備（なにわ８８０あ２０９２）外２２点）
286,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事－３にかかる工事費精算金の支出について（橋梁）
3,255,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（なにわ８８０あ２０９２）外２２点にかかる経費の支出について
753,900

建設局 十三工営所 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（１月分）
9,250

建設局 十三工営所 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,215

建設局 十三工営所 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
25,725

建設局 十三工営所 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

建設局 十三工営所 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（２月分）
8,913

建設局 公園管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報償費　報償金 指定管理者施設の管理運営状況に対する外部専門委員からの意見聴取の実施にかかる所要経費の支出について
16,005

建設局 公園管理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ウエス　買入（その４）経費の支出について
24,192

建設局 公園管理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　高所作業車（なにわ８００さ７４８７）修繕（緊急）経費の支出について
47,775

建設局 公園管理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ９８３４号車・定期検査整備（継続検査）及び定期自主検査整備　経費の支出について
60,900

建設局 公園管理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ダンプ（なにわ４１ち４１１３）修繕（緊急）経費の支出について
49,822

建設局 公園管理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物（なにわ８００さ９８３４）修繕（緊急）経費の支出について
50,820

建設局 公園管理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動植物公園事務所管内小公園一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
3,425,100

建設局 公園管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 建設局事務用　公園事務所設置ビジネスホン借入経費にかかる支出について　１月分
85,333

建設局 公園管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　人工芝　買入（その３）経費の支出について
296,625

建設局 公園管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　道仁公園ほか２公園トレーニングステーション修繕経費の支出について
178,815

建設局 公園管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　伝法東公園他6公園ブランコ修繕経費の支出について
249,060

建設局 公園管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　大阪城公園市民の森北側園路漏水修繕（緊急）経費の支出について
130,200
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建設局 公園管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ４５４７号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
18,900

建設局 公園管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　散水車（なにわ８００さ４２２１）修繕（緊急）－３経費の支出について
363,720

建設局 公園管理課 平成26年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　生野東４公園パーゴラ修繕経費の支出について
546,000

建設局 公園管理課 平成26年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用東部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託費の支出について（第３四半期分）
8,265,396

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　消耗品費 公園愛護活動支援事業用　ハンディータイプ式エンジンブロワ買入経費の支出について
895,125

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（１月分）
61,236

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　扇町公園複合遊具修繕経費の支出について
1,999,200

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　生野東公園ほか２公園シェルター修繕経費の支出について
913,500

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動植物公園事務所　男女休息所及び脱衣場空調機修繕（緊急）経費の支出について
367,605

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　御幣六公園複合遊具修繕経費の支出について
1,163,400

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鴫野東公園ブランコ座板修繕経費の支出について
64,050

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　　聖天山公園外１公園あずまや屋根修繕経費の支出について
693,000

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　高所作業車特定自主検査整備一式経費の支出について
522,900

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　南部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
2,469,600

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　南部方面公園事務所管内一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
997,500

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　南部方面公園事務所管内小公園一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
4,403,700

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用　ガス小型湯沸かし器　買入経費の支出について
30,450

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 需用費　消耗品費 受託事業用　街路樹撤去承認書　外２点印刷請負－２経費の支出について
75,161

建設局 公園管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 需用費　印刷製本費 受託事業用　街路樹撤去承認書　外２点印刷請負－２経費の支出について
11,044

建設局 公園管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東高津公園複合遊具修繕経費の支出について
820,250

建設局 公園管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　非常扉用回転灯　外１点買入経費の支出について
37,800

建設局 公園管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鶴見緑地　花博記念公園事務所給湯設備（ボイラー）修繕（緊急）経費の支出について
44,100

建設局 公園管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東高津公園複合遊具修繕経費の支出について
138,232

建設局 公園管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南港中央公園多目的広場西側漏水他３箇所修繕（緊急）経費の支出について
387,450

建設局 公園管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　今川公園身障者用トイレ便器修繕（緊急）経費の支出について
113,715

建設局 公園管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物舎管理用　ウッドチップ（下半期分）概算買入経費の支出について　１月分
117,306

建設局 公園管理課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺動植物公園内花壇展示用　ハーブ－１　外１７点買入経費の支出について
56,700

建設局 公園管理課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺動植物公園植物温室内展示用　球根ベゴニア－１　外９８点（天王寺動植物公園）買入経費の支出について
1,268,400

建設局 公園管理課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　バラ－１　外１２点（天王寺動植物公園）買入経費の支出について
261,450

建設局 公園管理課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　アキランサス－１ほか２４点（南部方面）買入経費の支出について
532,350

建設局 公園管理課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　ラワン合板－１　外６点　買入経費の支出について
514,500

建設局 公園管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ800さ6225号車外3台)
105,220

建設局 公園管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480さ2255外6台／なにわ400つ576号車外1台)
205,790

建設局 公園管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480さ2255外6台／なにわ400つ576号車外1台)
99,500

建設局 公園管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ800さ6225号車外3台)
118,600

建設局 公園管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　医薬材料費 公園維持管理用　生化学自動分析装置用スライド－１　外２０点買入経費の支出について
143,640

建設局 公園管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　医薬材料費 公園維持管理用　バイオシッド３０　外１点買入経費の支出について
205,285

建設局 公園管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　デジタルカメラ　外１点　買入経費の支出について
35,181

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ100さ2764号車外1台／なにわ480さ2248号車外7台)
241,990

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査の伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480さ2251号車外5台／なにわ480か7553号車外5台)
273,700

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ100さ1239号車外4台／なにわ800さ7487号車外2台)
221,300

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ100さ2764号車外1台／なにわ480さ2248号車外7台)
166,700

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ100さ1239号車外4台／なにわ800さ7487号車外2台)
293,300

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査の伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480さ2251号車外5台／なにわ480か7553号車外5台)
126,000

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　作業用靴下　外３点買入経費の支出について
68,145

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　長靴（マリンブーツタイプ）－１　外１８点買入経費の支出について
612,654

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　医薬材料費 公園・動物園維持管理用　翼付静注針　外４点買入経費の支出について
53,088

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　長靴（マリンブーツタイプ）－１　外１８点買入経費の支出について
210,247
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建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　作業用靴下　外３点買入経費の支出について
135,262

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　防塵・凍結防止剤　買入経費の支出について
76,125

建設局 公園管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　真砂土－１　外２点　買入（その３）経費の支出について
824,250

建設局 公園管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地バーベキュー場・キャンプ場運営業務委託（長期継続）費の支出について（２月分）
361,216

建設局 公園管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用大阪城西の丸庭園等運営業務委託費の支出について（２月分）
436,500

建設局 公園管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用加賀屋緑地運営業務委託費の支出について（２月分）
438,100

建設局 公園管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ＰＵ手袋－１　外３点買入経費の支出について
276,029

建設局 公園管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　大阪城においの森西側園路他２箇所漏水修繕（緊急）経費の支出について
619,500

建設局 公園管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　今市公園複合遊具修繕経費の支出について
400,029

建設局 公園管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　生江東公園複合遊具修繕経費の支出について
193,200

建設局 公園管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　北部方面公園事務所（桜之宮詰所）照明器具修繕（緊急）経費の支出について
30,450

建設局 公園管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ダンプ（なにわ４１ち７１５３）修繕（緊急）経費の支出について
29,400

建設局 公園管理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　発電機用バッテリー　買入経費の支出について
42,000

建設局 公園管理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用東部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託費の支出について（第３四半期分）
4,642,961

建設局 公園管理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　チェーンソー　買入経費の支出について
40,740

建設局 公園管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　日本の家畜・家禽（フィールドベスト図鑑　特別版）　外６点買入経費の支出について
11,520

建設局 公園管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 備品購入費　図書購入費 公園維持管理用　日本の家畜・家禽（フィールドベスト図鑑　特別版）　外６点買入経費の支出について
19,580

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について（平成２６年２月分）
39,247

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について（平成２６年２月分）
14,570

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年２月分）
504,465

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について（平成２６年２月分）
82,866

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入の支出について（平成２６年２月分）
23,870

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺大和川線用地の取得に伴う不動産鑑定評価にかかる業務委託料の支出について
993,300

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　電動自転車用バッテリー　買入（その２）経費の支出について
50,400

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　剪定鋸　外６点買入経費の支出について
77,080

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　合成紙－１　外２点買入経費の支出について
79,275

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００す３２６３号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
33,232

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　肩掛け式刈払機　買入経費の支出について
40,950

建設局 公園管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 補償、補填及賠償金　訴訟保証金 損害賠償請求事件判決に対する訴訟保証金の支出について
9,031,079

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用浦江庭球場外７施設管理運営補助業務委託費の支出について（２月分）
444,759

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　車止め－１　外１点買入経費の支出について
258,300

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　木槌　外２４点買入経費の支出について
150,150

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ８００さ４５４７）修繕一式経費の支出について
44,761

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　中之島公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託（その３）に係る軽費の支出について（2月分）
1,381,800

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用天王寺公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（２月分）
1,289,662

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用靱公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（２月分）
1,378,650

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Ａほか５点借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
52,500

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウスほか１点借入（再リース）の経費の支出について（2月分）
26,250

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（天王寺動植物公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1676・２月分）
23,625

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（東部方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1675・2月分）
23,625

建設局 公園管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園・動物園維持管理用　黒竹　外１点　買入経費の支出について
62,937

建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　２月分
41,076

建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　コンクリートベンチ買入経費の支出について
1,572,900

建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用（人材育成事業）液晶テレビ　外２点買入経費の支出について
23,730

建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用（人材育成事業）育苗箱－１　外１３点買入経費の支出について
73,111

建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　大阪市砂場フェンス用部品－１　外２６点　買入（その２）経費の支出について
738,150

建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用（人材育成事業）　粒状緩効性肥料　外３点買入経費の支出について
15,645

建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　新高中央公園複合遊具修繕経費の支出について
1,147,650
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建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園　カバ舎管理室空調機修繕（緊急）経費の支出について
184,800

建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　中野南公園複合遊具修繕経費の支出について
247,800

建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　普通レンガ　買入経費の支出について
28,560

建設局 公園管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 緑化推進事業用（人材育成事業）液晶テレビ　外２点買入経費の支出について
54,915

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（下半期分）概算買入経費の支出について　２月分
75,600

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物舎管理用　ウッドチップ（下半期分）概算買入経費の支出について　２月分
46,305

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 建設局公園緑化部所管用地地中埋設物探査業務委託－２の委託費の支出について
170,576

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 建設局公園緑化部所管用地地中埋設物探査業務委託－２の委託費の支出について
345,311

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 建設局公園緑化部所管用地地中埋設物探査業務委託－２の委託費の支出について
1,211,363

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　運行記録　印刷請負一式経費の支出について
88,357

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ベンチ　買入経費の支出について
92,400

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　切断砥石－１　外８２点買入経費の支出について
640,500

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　照明器具　外７点　買入経費の支出について
351,330

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　低密度ポリエチレン製ごみ袋（大）　外１点　買入経費の支出について（第２回分納）
2,860,200

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鶴見緑地　花博記念公園事務所１Ｆ事務室空調用室外機修繕（緊急）経費の支出について
546,000

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　セメント　外１１点　買入経費の支出について
1,358,542

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建設局公園緑化部所管用地地中埋設物探査業務委託－２の委託費の支出について
650,406

建設局 公園管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 建設局公園緑化部所管用地地中埋設物探査業務委託－２の委託費の支出について
194,844

建設局 公園管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　電波プログラム時計　買入経費の支出について
245,700

建設局 公園管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　高所作業車（なにわ８００す１７６）修繕（緊急）－２経費の支出について
144,721

建設局 公園管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　正割材－１　外８点　買入経費の支出について
939,750

建設局 公園管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　インターロッキングブロック－１　外３点　買入経費の支出について
73,500

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 建設局事務用　公園事務所設置ビジネスホン借入経費にかかる支出について　２月分
85,333

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 備品購入費　機械器具費 公園・動物園維持管理用　冷凍冷蔵庫－１　外１点　買入経費の支出について
189,655

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　健康遊具買入経費の支出について
496,650

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　ガーデンシクラメン　ほか８点買入経費の支出について
535,500

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　プラスチック製フェンス　外２点買入経費の支出について
1,252,125

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ペチュニアの種－１　外５点買入経費の支出について
20,632

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　水性ニス　外３４点　買入経費の支出について
598,878

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　フェンス用部品－１　外６点　買入経費の支出について
251,370

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　ストック－１ほか１９点（北部方面）買入経費の支出について
621,600

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　一般塗膜用剥離剤　外４９点　買入（その２）経費の支出について
533,799

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　直管蛍光灯１　外３９点買入経費の支出について
838,761

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用　キンセンカ　外１６点買入経費の支出について
149,100

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　沢之町公園登りネット修繕経費の支出について
420,000

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園ゾウ舎遠赤外線暖房装置修繕（緊急）経費の支出について
225,750

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（１月分）の支出について
31,600

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　貫板　ほか４８点　買入経費の支出について
2,026,500

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　グレーチング－１　外２点　買入（その２）経費の支出について
298,200

建設局 公園管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　支柱用杉丸太－１　外６点　買入（その２）経費の支出について
871,500

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（２月分）の支出について
750

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費等の支出について（２月分）
78,345

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
1,480

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ヘッジトリマー用部品－１　外５８点経費の支出について
992,250

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　看板（１）ほか２５点買入経費の支出について
1,046,850

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　異形棒鋼　外１４点　買入経費の支出について
294,000

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　電動アシスト自転車　外１点　買入（その２）経費の支出について
235,765

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　アセフェート剤買入経費の支出について
672,000
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建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　西部方面公園事務所詰所手洗器排水管修繕（緊急）経費の支出について
282,975

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　北江口中央公園他６公園便所洗面器修繕経費の支出について
176,925

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（２月分）の支出について
42,030

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
7,350

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　切下げ縁石　外２点　買入経費の支出について
101,850

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　砕石　買入（その２）経費の支出について
52,416

建設局 公園管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　電動アシスト自転車　外１点　買入（その２）経費の支出について
687,395

建設局 調整課 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　旭北公園ほか１公園改修工事の工事費の支出について
4,700,850

建設局 調整課 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　小路東公園防球柵設置ほか１公園柵改修工事の工事費の精算払いについて
2,831,600

建設局 調整課 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　東部方面管内遊具設置その他工事の工事費の支出について
3,958,500

建設局 調整課 平成26年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　天王寺公園フェンス改修工事の工事費の支出について
6,643,350

建設局 調整課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 平成25年度海外研修 (政策提言型)実施に伴う職員旅費の支出について(追給)
7,979

建設局 調整課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（１１月分）の支出について
59,407

建設局 調整課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（１２月分）の支出について
45,560

建設局 調整課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（１０月分）の支出について
67,244

建設局 調整課 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（１月分）の支出について
41,547

建設局 調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 公有財産購入費　土地購入費 公園事業用　矢倉緑地整備に伴う約定償還金の支出について（平成26年3月期）
40,644,851

建設局 調整課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 公有財産購入費　建物購入費 公園事業用　矢倉緑地整備に伴う約定償還金の支出について（平成26年3月期）
40,574,159

建設局 調整課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 公有財産購入費　土地購入費 公園事業用　鶴見中央公園整備資金償還金の支出について（第８回）
7,930,533

建設局 調整課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 公有財産購入費　建物購入費 公園事業用　鶴見中央公園整備資金償還金の支出について（第８回）
992,504

建設局 調整課 平成26年03月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 土木総務用　月刊積算資料（H25.4月分から12ヶ月分）外2点買入にかかる経費の支出について
51,700

建設局 調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費
公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査「低炭素まちづくりにおける公園緑地のあり方」に関する調査研究検討会第３回への出席に伴う出張に伴う旅費の支出に
ついて 28,100

建設局 調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（２月分）の支出について
51,928

建設局 協働課 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　図書購入費 公園管理用　「改訂４版 公園・緑地の維持管理と積算」買入経費の支出について
6,000

建設局 協働課 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（市岡元町児童遊園）
110,000

建設局 協働課 平成26年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）
34,572

建設局 協働課 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報償費　報償金 公園事業用　大阪市グリーンコーディネーター第１２期育成講習会にかかる講師謝礼の支出について（２回目）
68,480

建設局 協働課 平成26年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住之江区児童遊園整備費補助金の支出について（中加賀屋児童遊園）
94,500

建設局 協働課 平成26年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大正区児童遊園整備費補助金の支出について（南恩加島児童遊園）
149,940

建設局 協働課 平成26年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（港晴ちびっこ広場）
49,350

建設局 協働課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－８）
100,000

建設局 協働課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－９）
100,000

建設局 協働課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（南境川児童遊園）
110,000

建設局 協働課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（住吉町児童遊園）
77,500

建設局 協働課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 東住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（矢田北高架下児童遊園）
23,940

建設局 協働課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（南住吉三児童遊園）
94,500

建設局 協働課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（三先ちびっこ広場）
110,000

建設局 協働課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－５）
100,000

建設局 協働課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 生野区児童遊園整備費補助金の支出について（生野ふれあい児童遊園）
75,000

建設局 協働課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）
42,417

建設局 協働課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内街路樹維持工事－２の中間前払金の支出について
4,630,000

建設局 協働課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内街路樹維持工事－２の中間前払金の支出について
320,000

建設局 協働課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 生野区児童遊園整備費補助金の支出について（大友三北児童遊園）
74,865

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２６年１月分）の支出について
83,241

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 大阪城公園内警備業務委託料の支出について（第４回中間払い）
4,086,214

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（１月分）/真田山公園事務所
11,440

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／東部方面公園事務所
4,248

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／東部方面公園事務所
1,700
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建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分／真田山公園事務所）
11,384

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分／真田山公園事務所）
19,866

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料施設使用料（平成２５年３月２６日収入分）桃谷野球場の雨天未使用に伴う還付について
24,000

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園本丸地区電気使用料（平成２６年２月分）の支出について
200

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年２月分）の支出について
1,458

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年２月分）の支出について
803

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（２月分）
3,711

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）／東部方面公園事務所
9,430

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２６年２月分）の支出について
73,321

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　東部方面公園事務所電話料金（平成２６年２月分）の支出について
47,629

建設局 東部方面公園事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成２６年２月分）の支出について
19,174

建設局 西部方面公園事務所 平成26年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（１月分）／港・大正公園事務所
4,610

建設局 西部方面公園事務所 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成２６年１月分)
791,462

建設局 西部方面公園事務所 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）/西部方面公園事務所
61,611

建設局 西部方面公園事務所 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／港・大正公園事務所
38,366

建設局 西部方面公園事務所 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）西部方面公園事務所
5,490

建設局 西部方面公園事務所 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（２月分）／港・大正公園事務所
5,047

建設局 西部方面公園事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について（西部方面公園事務所　平成２６年２月分）
36,455

建設局 西部方面公園事務所 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）/西部方面公園事務所
22,977

建設局 南部方面公園事務所 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用南部方面公園事務所の電気及び水道使用料の支出について（第３四半期分）
686,510

建設局 南部方面公園事務所 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用南部方面公園事務所の電気及び水道使用料の支出について（第３四半期分）
544,814

建設局 南部方面公園事務所 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
39,983

建設局 南部方面公園事務所 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
19,600

建設局 南部方面公園事務所 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,000

建設局 南部方面公園事務所 平成26年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
14,700

建設局 南部方面公園事務所 平成26年03月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園管理用　平成２５年度安全運転管理者等法定講習会受講料の支出について
4,200

建設局 南部方面公園事務所 平成26年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）/南部方面公園事務所
12,600

建設局 南部方面公園事務所 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）/南部方面公園事務所
5,460

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　北部方面公園事務所矢倉緑地　上水使用料の支出について（１月分）
12,203

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／城北公園事務所
3,040

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／城北公園事務所
4,136

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／城北公園事務所
19,593

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／城北公園事務所
3,980

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　中島公園水道使用料の支出について（２月分）その２
1,574

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　中島公園水道使用料の支出について（２月分）その１
3,234

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　中島公園水道使用料の支出について（２月分）その３
1,574

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料１月分）の支出について
21,341

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分その１）
20,869

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分その１）
5,000

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分その１）
2,000

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（２月分）
178,620

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地下水道使用料金の支出について（２月分）
4,627

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水使用料の支出について（３月分）
40,383

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（２月分）/城北公園事務所
5,480

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 矢倉緑地浄化槽清掃業務委託（その２）の委託料の支出について
63,000

建設局 北部方面公園事務所 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内出張交通費等の支出について（２月分）北部方面公園事務所
10,050

建設局 花博記念公園事務所 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　電気使用料の支出について（１月分）
19,922,923

建設局 花博記念公園事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（２月分）
1,630,760
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建設局 花博記念公園事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（２月分）
6,926,413

建設局 花博記念公園事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　工業用水道使用料の支出について（３月分）
1,418,434

建設局 花博記念公園事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（２月分）
4,436,250

建設局 花博記念公園事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　電気使用料の支出について（２月分）
18,463,099

建設局 花博記念公園事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　守口市下水道使用料の支出について（２月分）
364,526

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　南港中央公園にかかる電気料金の支出について（１月分）
635,989

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物園事業用　天王寺動物園内動物剥製標本修復業務委託経費の支出について
840,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（ １月分）/天王寺動植物公園事務所
2,700

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（ １月分）/天王寺動植物公園事務所
7,602

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動植物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２６年１月分）の支出について
6,804

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（ １月分）/天王寺動植物公園事務所
44,904

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（ １月分）/天王寺動植物公園事務所
31,500

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（ １月分）/天王寺動植物公園事務所
11,550

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（ １月分）/天王寺動植物公園事務所
300

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　公益社団法人日本動物園水族館協会平成２５年度第２回近畿ブロック園館長会議（１日目）出席にかかる出張旅費の支出について
2,030

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　第６１回動物園技術者研究会出席にかかる出張旅費の支出について
52,320

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　公益社団法人日本動物園水族館協会平成２５年度第２回近畿ブロック園館長会議（２日目）出席にかかる出張旅費の支出について
2,450

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１月分）その２／天王寺動植物公園事務所
1,240

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１８，０００ｋｇ外２点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
1,050,294

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算１８，０００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
637,875

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）肉食獣用ソーセージ概算６０箱購入（下半期）経費の支出について（２月分）
147,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算３，５００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
236,250

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
117,652

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレット概算３００ｋｇ外６点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
157,500

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オレンジ概算５００ｋｇ外６点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
59,388

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算１，１００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
405,720

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールウォーム概算６０箱外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
62,370

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウス概算２０，０００匹外４点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
146,475

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パンの耳概算１，３００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
20,638

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算８００ｋｇ外４点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
926,175

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算５，８００ｋｇ外３点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
220,090

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算５００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
16,800

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園管理用　天王寺動植物公園内定期清掃業務委託の支出について（２月分）
62,737

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園事業用　天王寺公園・動物園券売機保守業務委託の支出について（２月分）
88,200

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）愛玩家禽用配合飼料概算１，０００ｋｇ外３点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
37,128

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 天王寺公園・天王寺動物園出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる支出について（2月分）
3,277,242

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入の支出について（２月分）
45,570

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入の支出について（２月分）
22,575

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入の支出について（２月分）
49,350

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入の支出について（２月分）
24,045

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 天王寺動植物公園入園者管理用　券売機借入（再リース）の支出について（２月分）
265,702

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜概算７，０００ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
296,485

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）フタホシコオロギ１・２齢概算５２，０００匹外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
42,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算２５ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
2,772

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）干草スーダン概算７，５００ｋｇ外４点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
229,894

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）活マウス概算１００匹外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
39,690

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）小赤金魚概算１，０００匹購入（下半期）経費の支出について（２月分）
15,225

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算８，２００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
314,105
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建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵概算１００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
16,170

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）タマネギ概算５０ｋｇ外６点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
439,887

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園管理用　天王寺公園及び天王寺動物園ごみ等の収集運搬業務委託（概算契約）の支出について（２月分）
225,492

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物園管理用　天王寺動物園内臨床検査業務委託に係る支出について（１・２月分）
137,655

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園管理用　天王寺動植物公園内警備業務委託－２　長期継続に係る支出について（２月分）
3,960,087

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　南港中央公園にかかる電気料金の支出について（２月分）
514,325

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　建物修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（ ２月分）/天王寺動植物公園事務所
39,669

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ概算８０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
33,810

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（ ２月分）/天王寺動植物公園事務所
43,470

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動植物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２６年２月分）の支出について
6,804

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　業務用連絡切手の購入について
300

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　手数料 動物管理用　天王寺動物園カエルツボカビ検査料の支出について（平成２５年度分）
1,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（２月分）／天王寺動植物公園事務所
22,009

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（ ２月分）/天王寺動植物公園事務所
28,188

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（ ２月分）/天王寺動植物公園事務所
22,333

港湾局 財産活用担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地売却用　臨管－78　不動産鑑定評価（意見書）にかかる経費の支出について
84,000

港湾局 財産活用担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地売却用　臨管－71　不動産鑑定評価にかかる経費の支出について　（大正区南恩加島４丁目）
430,500

港湾局 財産活用担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地賃貸用　臨管－51　不動産鑑定評価（鑑定評価料）にかかる経費の支出について
1,031,100

港湾局 財産活用担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 測量業務用　アルミプレート外１６点の買入にかかる経費の支出について
50,982

港湾局 財産活用担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 臨管－７４　不動産鑑定評価依頼及び同経費の支出について（土地賃貸用）（大正区北恩加島１丁目））
84,000

港湾局 財産活用担当 平成26年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地売却用　臨管－72　不動産鑑定評価（鑑定書・意見書）にかかる経費の支出について
236,250

港湾局 財産活用担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 軽貨物自動車（なにわ41す6983）継続検査に伴う重量税印紙購入及び検査手数料の支払いについて（土地経営用）
1,100

港湾局 財産活用担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　損害保険料 軽貨物自動車（なにわ41す6983）の自動車損害賠償責任保険料の経費の支出について（土地経営用）
26,370

港湾局 財産活用担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 公課費　公課費 軽貨物自動車（なにわ41す6983）継続検査に伴う重量税印紙購入及び検査手数料の支払いについて（土地経営用）
6,600

港湾局 財産活用担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地売却用　臨管－83　不動産鑑定評価にかかる経費の支出について
848,400

港湾局 財産活用担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地売却用　臨管－84　不動産鑑定評価にかかる経費の支出について
177,450

港湾局 財産活用担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地賃貸用　臨管－64 不動産鑑定評価にかかる経費の支出について
53,154

港湾局 財産活用担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地賃貸用　臨管－46　不動産鑑定評価（鑑定書）にかかる経費の支出について（港区海岸通３丁目外３ヵ所）
2,846,550

港湾局 財産活用担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場電気料金の支出について（臨管－９１）（財産維持管理用）
7,854

港湾局 財産活用担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場水道料金の支出について（２月分）（臨管－９５）財産維持管理用
997

港湾局 財産活用担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場水道料金の支出について（２月分）（臨管－９５）財産維持管理用
577

港湾局 財産活用担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 平成２５年度 請第１２０２号 港湾局所管用地土壌環境調査業務委託に係る支出について（土地売却用）
549,150

港湾局 財産活用担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　切手の購入にかかる経費の支出について
16,000

港湾局 財産活用担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 賃貸借契約締結に伴う公正証書の作成費用の支出について（財産維持管理用）臨管－９６
578,000

港湾局 財産活用担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地賃貸用　臨管－63　不動産鑑定評価依頼（鑑定書、意見書）及び同経費の支出について
3,259,949

港湾局 財産活用担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地賃貸用　臨管－50　不動産鑑定評価（鑑定書）にかかる経費の支出について（大阪市港区港晴二丁目地内）
761,250

港湾局 財産活用担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　備品修繕料 測量業務用　ピンポールプリズム修繕業務委託にかかる経費の支出について
11,991

港湾局 財産活用担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 土地経営用　車庫証明発行手数料の支出について
5,250

港湾局 財産活用担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 測量業務用　トータルステーションの点検調整及び検定業務委託にかかる支出について
127,750

港湾局 財産活用担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 測量業務用　ピンポールプリズム修繕業務委託にかかる経費の支出について
11,046

港湾局 財産活用担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 測量業務用　トータルステーションの点検調整及び検定業務委託にかかる支出について
127,750

港湾局 財産活用担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について(財産活用事務用)平成26年2月分
5,689

港湾局 開発調整担当 平成26年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 築港赤レンガ倉庫維持管理用　電気料金の支出について（平成26年1月29日～30日分）
2,632

港湾局 開発調整担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地鑑定評価業務用　不動産鑑定評価業務委託費の支出について（住之江区南港北１丁目）
1,138,200

港湾局 開発調整担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 測量業務用　住之江区南港北１丁目土地買収にかかる用地確定及び不動産登記業務委託経費の支出について
682,500

港湾局 開発調整担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地鑑定意見書作成業務用　不動産鑑定意見書作成業務委託費の支出について（住之江区南港北１丁目９番）
42,000

港湾局 開発調整担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公有財産購入費　土地購入費 土地買収業務用　民間企業所有地の一部買収及び土地売買契約における買収費用の支出について（住之江区南港北１丁目９番２号）
12,454,296

港湾局 開発調整担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第２５０８号　中央突堤2号上屋施設不動産鑑定評価業務委託経費の支出について【不動産鑑定用】
1,050,000
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港湾局 開発調整担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 第3回もと中央突堤2号上屋活用検討会議の開催にかかる経費の支出について（検討会議用）
48,015

港湾局 開発調整担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(2月分)の支出について
4,470

港湾局 計画担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度　第５８回港湾審議会用　委員報酬の支出について
256,080

港湾局 計画担当 平成26年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　東京都庁への出張旅費の支出について（２／１３　東京都新宿区）
27,700

港湾局 計画担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　印刷製本費 平成２５年度　大阪市港湾審議会用　大阪港港湾計画書・計画資料印刷経費の支出について
99,120

港湾局 計画担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 港湾調査用　ＵＰＳ用バッテリー買入に係る経費の支出について
31,500

港湾局 計画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　国土交通省への出張旅費の支出について（３／２４　東京都千代田区）
49,130

港湾局 計画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入（その２）（平成２６年２月分）に係る経費の支出について
34,650

港湾局 計画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 補償業務用　平成２５年度「公共事業損失補償実務提要」追録購入経費の支出について
217,000

港湾局 計画担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地及び市内出張旅費の支出について（平成２５年度２月分）
1,720

港湾局 計画担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ作成処理業務委託　長期継続（平成26年2月分）に係る経費の支出について
1,218,000

港湾局 計画担当 平成26年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地及び市内出張旅費の支出について（平成２５年度２月分）
18,920

港湾局 計画担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　筆耕翻訳料 港湾長期計画用　第５８回大阪市港湾審議会における議事録作成に係る速記反訳料の支出について
29,925

港湾局 計画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　国土交通省への出張旅費の支出について（３／７　東京都千代田区）
57,460

港湾局 保全監理担当 平成26年03月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 保全監理担当（設計）用（工事管理用）　市内出張旅費の支出について（1月分）
5,550

港湾局 保全監理担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 堤防工事用　請第5600号　港区天保山運河東岸堤防工事（その５）中間前払金の支出について
10,000

港湾局 保全監理担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 堤防工事用　請第5600号　港区天保山運河東岸堤防工事（その５）中間前払金の支出について
390,000

港湾局 保全監理担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 堤防工事用　請第5600号　港区天保山運河東岸堤防工事（その５）中間前払金の支出について
18,270,000

港湾局 保全監理担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 設計担当業務用　東京都庁への出張旅費の支出について（２／１３　東京都新宿区）
29,080

港湾局 保全監理担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 設計業務用　陽画焼付等（第４四半期）請負（単価契約）１月分（設計）の支出について
13,860

港湾局 保全監理担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計用　図書の購入に係る経費の支出について
2,970

港湾局 保全監理担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 設計用　図書の購入に係る経費の支出について
46,515

港湾局 保全監理担当 平成26年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 工事用　夢洲域内歩道築造工事（その３）の支出について
4,770,150

港湾局 保全監理担当 平成26年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 工事用　夢洲域内歩道築造工事（その３）の支出について
680,400

港湾局 保全監理担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 高速道路通行料の支出について〔工事車両用〕（H26.1.使用分）
4,800

港湾局 保全監理担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補修用　請第7101号　南港大橋南側取付部補修工事の経費の支出について
3,471,900

港湾局 保全監理担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁部材補修用　請第5390号　此花大橋緊急補修工事の工事竣工金の支出について
5,250,000

港湾局 保全監理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 建築業務用陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）２月分の支出について
19,017

港湾局 環境整備担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 環境整備担当事務用　テレホンスタンド買入にかかる経費の支出について
10,237

港湾局 環境整備担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 環境整備担当業務用　自動車重量税印紙等購入経費の支出について
1,100

港湾局 環境整備担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 環境整備担当業務用　自動車重量税印紙等購入経費の支出について
6,600

港湾局 環境整備担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 環境整備担当業務用　自動車損害賠償責任保険にかかる経費の支出について
26,370

港湾局 環境整備担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局担当業務用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（１月分）の支出について
1,600

港湾局 環境整備担当 平成26年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（２月分）の支出について
9,300

港湾局 環境整備担当 平成26年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 環境整備担当業務用　車庫証明発行手数料の支出について
5,250

港湾局 設備担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　油圧作動油　買入れ経費の支出について
99,666

港湾局 設備担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営施工用　ステンレスＣ型鋼買入れにかかる経費の支出について
165,165

港湾局 設備担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリーほか４点買入にかかる経費の支出について
140,700

港湾局 設備担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリーほか４点買入にかかる経費の支出について
1,260

港湾局 設備担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリーほか４点買入にかかる経費の支出について
8,400

港湾局 設備担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　船車修繕料 船舶修繕用　交通船｢ますみ｣プロペラ修繕にかかる経費の支出について
163,800

港湾局 設備担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 電委－８　旧港湾局庁舎絶縁油ポリ塩化ビフェニル濃度分析業務委託の施行実施並びに経費の支出について（旧港湾局庁舎産業廃棄物処理）
173,250

港湾局 設備担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 平成25年度　請第3655号　住之江区平林6・8号線共架灯補修工事経費の支出について（完成払い）　電気工事用
1,436,400

港湾局 設備担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヘッドガスケットほか８点買入にかかる経費の支出について
70,997

港湾局 設備担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　燃料噴射ノズルＯＨキットほか４点買入にかかる経費の支出について
81,459

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却器系統ＯＨキット買入にかかる経費の支出について
24,087

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　過給機クランプセットほか４点買入にかかる経費の支出について
110,212

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　切断砥石ほか２１点買入にかかる経費の支出について
27,132
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港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 ４７Ｃ－２９　クレーン性能検査手数料にかかる経費の支出について
27,744

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　切断砥石ほか２１点買入にかかる経費の支出について
18,826

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　切断砥石ほか２１点買入にかかる経費の支出について
13,230

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　切断砥石ほか２１点買入にかかる経費の支出について
64,827

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 ４７Ｃ－２９　クレーン性能検査手数料にかかる経費の支出について
12,900

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　切断砥石ほか２１点買入にかかる経費の支出について
27,909

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　切断砥石ほか２１点買入にかかる経費の支出について
24,129

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （47A-46）職員出張用　近接地等出張交通経費の支出について（溶接技りょう試験受講）
1,680

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　４７Ａ－３８　圧力スイッチ買入にかかる経費の支出について
7,038

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　過給機クランプセットほか４点買入にかかる経費の支出について
13,219

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　切断砥石ほか２１点買入にかかる経費の支出について
20,370

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－４０　機械工場用　作業服春夏シャツほか４点（その２）買入にかかる経費の支出について
19,740

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 ４７Ｃ－２９　クレーン性能検査手数料にかかる経費の支出について
35,328

港湾局 設備担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　切断砥石ほか２１点買入にかかる経費の支出について
36,351

港湾局 設備担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　油圧作動油ほか２点　買入れにかかる経費の支出について
150,150

港湾局 設備担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　補修剤ほか５点買入にかかる経費の支出について
17,566

港湾局 設備担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　補修剤ほか５点買入にかかる経費の支出について
1,890

港湾局 設備担当 平成26年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－３９　機械担当業務用　消火栓用ホース買入にかかる経費の支出について
60,900

港湾局 設備担当 平成26年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 ４７Ａ－３５　機械担当業務用　白灯油買入にかかる経費の支出について
108,150

港湾局 設備担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 直営施工用　第９清河丸燃料噴射ポンプ修繕にかかる経費の支出について
118,181

港湾局 設備担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 （電図第２５－１号）設備担当（電気）事業用　電気事業法解釈例規集追録　全１点買入にかかる経費の支出について
204,800

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　海水こし器外筒ほか４点買入にかかる経費の支出について
17,325

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　海水こし器外筒ほか４点買入にかかる経費の支出について
5,512

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （47A-48）職員出張用　近接地等出張交通経費の支出について（玉掛け技能講習受講）
2,280

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　海水こし器外筒ほか４点買入にかかる経費の支出について
36,036

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ワイヤーロープほか４点買入にかかる経費の支出について
12,600

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　バルブパッキンセットほか２４点買入にかかる経費の支出について
172,756

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ワイヤーロープほか４点買入にかかる経費の支出について
12,600

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　フィルターほか１点買入にかかる経費の支出について
114,450

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－４１　機械担当業務用　アルコール検知器買入にかかる経費の支出について
12,600

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事-1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入(単価契約) 2月分の支出について 鶴町電気事務所管理用
13,671

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　４７Ｅ－１４　設備担当（機械）事務所空調機修繕経費の支出について
41,670

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　４７Ｅ－１５　設備担当（機械）事務所ガス給湯器修繕経費の支出について
81,211

港湾局 設備担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 平成２５年度　鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について（1月～2月分）庁舎管理用
511,508

港湾局 設備担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　シリンダブロックメタルセットほか７点買入にかかる経費の支出について
25,987

港湾局 設備担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　シリンダブロックメタルセットほか７点買入にかかる経費の支出について
116,601

港湾局 設備担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第３４３１号　此花大橋外２ヵ所航空障害灯点検整備業務委託経費の支出について（電気請負業務用）
4,620,000

港湾局 設備担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （設電－７）近接地等出張交通経費の支出について（近接地等出張用　平成２６年２月分）
3,570

港湾局 設備担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　小型乗用自動車修繕にかかる経費の支出について
18,543

港湾局 設備担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁維持管理用（電第３５００号）夢舞大橋開閉システム改良工事にかかる経費の支出について
66,610,000

港湾局 設備担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　小型貨物自動車修繕にかかる経費の支出について
32,844

港湾局 設備担当 平成26年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　４７Ａ－４９　シャッターモーター買入にかかる経費の支出について
134,271

港湾局 設備担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角ボルトほか２６点買入にかかる経費の支出について
13,356

港湾局 設備担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　工業用ガス（２月分）買入にかかる経費の支出について
104,160

港湾局 設備担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角ボルトほか２６点買入にかかる経費の支出について
31,133

港湾局 設備担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角ボルトほか２６点買入にかかる経費の支出について
48,573

港湾局 設備担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角ボルトほか２６点買入にかかる経費の支出について
4,567

港湾局 設備担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ＵＰＳ(無停電電源装置)の購入経費の支出について　防潮扉遠隔制御用
150,150
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港湾局 設備担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角ボルトほか２６点買入にかかる経費の支出について
4,746

港湾局 設備担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　過給機ローター買入にかかる経費の支出について
3,969,000

港湾局 設備担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営施工用　免税軽油（２月分）買入にかかる経費の支出について
29,190

港湾局 設備担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角ボルトほか２６点買入にかかる経費の支出について
83,769

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却器系統ＯＨキットほか７点買入にかかる経費の支出について
10,953

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　シールリング　ほか２点買入れにかかる経費の支出について
93,870

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベアリングほか１２点買入にかかる経費の支出について
15,162

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　舵軸スリーブほか２点買入にかかる経費の支出について
13,230

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却器系統ＯＨキットほか３点（その３）買入にかかる経費の支出について
21,857

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　重量フックほか２９点買入にかかる経費の支出について
188,317

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 港湾施設維持管理用　４７Ａ－５０　自閉ﾊﾞﾙﾌﾞほか９点買入にかかる経費の支出について
40,063

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　重量フックほか２９点買入にかかる経費の支出について
145,520

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　小型貨物自動車定期点検追加修繕にかかる経費の支出について
33,201

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　室外機用ファンモーター(その2)買入にかかる経費の支出について
7,560

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却器系統ＯＨキットほか７点買入にかかる経費の支出について
17,529

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ショートリンクチェーンほか１点買入にかかる経費の支出について
112,455

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベアリングほか１２点買入にかかる経費の支出について
1,497

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ピラーパッキンほか２８点買入にかかる経費の支出について
20,842

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ピラーパッキンほか２８点買入にかかる経費の支出について
41,055

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ピラーパッキンほか２８点買入にかかる経費の支出について
28,854

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　シリンダーケースほか１点買入れにかかる経費の支出について
246,750

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　巻上ワイヤーロープ組立品買入にかかる経費の支出について
81,900

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ピラーパッキンほか２８点買入にかかる経費の支出について
7,980

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベアリングほか１２点買入にかかる経費の支出について
752

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ピラーパッキンほか２８点買入にかかる経費の支出について
24,780

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 (47A-37)職員出張用　近接地等出張交通経費の支出について(25-3103 平林2号水門補修工事工場検査立会)
7,320

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＦＲＰ船底塗料ほか２点買入にかかる経費の支出について
3,465

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却器系統ＯＨキットほか７点買入にかかる経費の支出について
7,938

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　重量フックほか２９点買入にかかる経費の支出について
10,038

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ピラーパッキンほか２８点買入にかかる経費の支出について
22,050

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　防錆剤買入にかかる経費の支出について
28,980

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 緑地機械設備用　キーセットほか４点買入にかかる経費の支出について
66,391

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＦＲＰ船底塗料ほか２点買入にかかる経費の支出について
32,340

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　エレメントセットほか３点買入にかかる経費の支出について
67,042

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 ４７Ａ－５１　機械担当業務用　白灯油にかかる経費の支出について
148,470

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通特種自動車修繕にかかる経費の支出について
66,444

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　軽貨物自動車修繕にかかる経費の支出について
6,300

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 ４７Ｃ－３１　深夜職員帰宅用　タクシー代の支出について
3,460

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベアリングほか１２点買入にかかる経費の支出について
49,675

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　つば付き車輪（Ａ）　ほか２点買入れにかかる経費の支出について
359,100

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ピラーパッキンほか２８点買入にかかる経費の支出について
119,816

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　加工軸（Ａ）ほか８点買入れにかかる経費の支出について
215,649

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　土のう袋ほか１点買入にかかる経費の支出について
56,700

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｐ型ゴムパッキン（１）ほか１点買入れにかかる経費の支出について
239,820

港湾局 設備担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営施工用　起重機借上げ（その４）経費の支出について
123,900

港湾局 施設管理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０６、９１２－１号　等辺山形鋼（１）外７点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
183,067

港湾局 施設管理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　普通自動車（特種・塵芥車）緊急修繕の支払について(なにわ800さ4056)
9,922

港湾局 施設管理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　耐性べニヤほか４点買入にかかる経費の支出について
396,900
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港湾局 施設管理担当 平成26年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 緑地維持管理用　請６３１５号　かもめ臨港緑地不動産鑑定評価業務委託（不動産鑑定用）の支出について
668,850

港湾局 施設管理担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 備品購入費　機械器具費 直９０１－２号　高圧洗浄機の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
63,000

港湾局 施設管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営工事用　セメントほか１点買入にかかる経費の支出について
152,880

港湾局 施設管理担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請６０６５号　緑地管理事務所清掃業務委託料（１月分）の支出について（事務所等管理用）
70,000

港湾局 施設管理担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
220,351

港湾局 施設管理担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
6,060

港湾局 施設管理担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械（車両関係）借入（１月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
78,435

港湾局 施設管理担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械（重機関係）借入（１月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
15,750

港湾局 施設管理担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　セパレータほか６点買入にかかる経費の支出について
201,600

港湾局 施設管理担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　鉄筋ほか２点買入にかかる経費の支出について
393,750

港湾局 施設管理担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
28,059

港湾局 施設管理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 生コンクリート・モルタル（１月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
32,025

港湾局 施設管理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（１月分）の買入にかかる同経費の支出について（直営工事施工用）
181,020

港湾局 施設管理担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　木工用ショートビット①ほか５点買入にかかる経費の支出について
21,520

港湾局 施設管理担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（２月分）の支出について
1,890

港湾局 施設管理担当 平成26年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 灯油の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
201,600

港湾局 施設管理担当 平成26年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　普通貨物自動車緊急修繕（その３）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
66,948

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 咲洲トンネル維持管理用　有料臨港道路（大阪港咲洲トンネル）の指定管理者の管理運営状況評価にかかる選定委員会委員報償金の支出について
16,005

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　自動巻取エアーホースリール買入にかかる経費の支出について
67,725

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（２月分）の支出について
684,281

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（２月分）の支出について
1,089,873

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 臨港道路維持管理用　通行料改定に伴う有料臨港道路（大阪港咲洲トンネル）通行回数券の交換又は払戻に関する支出事務委託経費（３月分）の支出について
30,000

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について（平成２６年２月分）緑地維持管理用
900

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 道路維持補修用　衝撃緩和材買入にかかる経費の支出について
191,100

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 道路維持補修用　工事用立看板買入にかかる経費の支出について
393,330

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　ぺデストリアンデッキ電気料金２月分の支出について
981,954

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　請第9613号咲洲ペデストリアンデッキ昇降機保守点検業務委託料（その１）（１０月～１２月分）の支出について
1,270,000

港湾局 施設管理担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営工事用　溶接機ほか１点買入にかかる経費の支出について
259,875

港湾局 施設管理担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（２月分）の支出について
822,332

港湾局 施設管理担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　カラーコーンほか１３点買入にかかる経費の支出について
184,506

港湾局 施設管理担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路管理用　咲洲及び舞洲域内等警備業務委託料（１月分）の支出について
660,000

港湾局 施設管理担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 緑地維持管理用　請６０５７号　臨港緑地駐車場管理業務委託（１月分）の支出について
270,000

港湾局 施設管理担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路管理用　咲洲及び舞洲域内等警備業務委託料（１月分）の支出について
3,220,000

港湾局 施設管理担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営工事用　再生砕石買入にかかる経費の支出について
47,250

港湾局 施設管理担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　チェーンソー替刃買入にかかる経費の支出について
19,950

港湾局 施設管理担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 請９２３３号　仮囲いほか１点の買入（その２）にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
438,774

港湾局 施設管理担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　クランクオイルシールほか３９点買入にかかる経費の支出について
141,487

港湾局 施設管理担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 使用済み工事用乾電池の処理業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
178,080

港湾局 施設管理担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 再生クラッシャラン・鉄鋼スラグ（１月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
11,550

港湾局 施設管理担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２号　ハンマードリル用ブルポイントの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
11,550

港湾局 施設管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　インクリボン買入にかかる経費の支出について
9,450

港湾局 施設管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　職員輸送車借入の実施及び同経費の支出について（２月分支払）
36,540

港湾局 施設管理担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 蛍光灯の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
6,825

港湾局 施設管理担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直９０１－２号　コンクリート断面補修材料の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
290,850

港湾局 施設管理担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 手洗用洗剤の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
19,740

港湾局 施設管理担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（２月分）（事務所等管理用）
181,497

港湾局 施設管理担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（2月分）の支出について
16,275

港湾局 施設管理担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直９０４、９０６号　電子セオドライトの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
257,250
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港湾局 施設管理担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２号　発泡樹脂目地材の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
37,800

港湾局 施設管理担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（２月分）の支出について
10,827

港湾局 施設管理担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（２月分）の支出について
110,152

港湾局 施設管理担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（２月分）の支出について
28,594

港湾局 施設管理担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
157,506

港湾局 施設管理担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
1,238,274

港湾局 施設管理担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（２月分）の支出について（事務所等管理用）
327,990

港湾局 施設管理担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 自動車リサイクル用　放棄自動車撤去に伴うリサイクル料の支出について
10,280

港湾局 施設管理担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２月分）施設管理担当用
2,880

港湾局 施設管理担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　異形棒鋼外５点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
140,700

港湾局 施設管理担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処理業務委託（その５）の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
164,220

港湾局 施設管理担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　角パイプほか１点買入にかかる経費の支出について
399,000

港湾局 施設管理担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 生コンクリート・モルタル（２月分）の買入及び同経費の支出について（直営工事施工用）
358,680

港湾局 施設管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 臨港道路維持管理用　コスモスクエア駅ほか売店等にかかる電気・水道設備使用料負担金（平成25年度下半期分）の支出について
766,265

港湾局 施設管理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　製本テープほか６点買入にかかる経費の支出について
14,241

港湾局 施設管理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
12,820

港湾局 施設管理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
11,573

港湾局 施設管理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
183,926

港湾局 施設管理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 道路占用用　平林南２丁目土地不動産鑑定評価業務委託料の支出について
749,700

港湾局 施設管理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第9605号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（2月分）　臨港道路維持管理用
75,495

港湾局 施設管理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
32,939

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 緑地維持管理用　ドラム軽油購入費用の支出について
35,610

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（２月分）の支出について
7,771,380

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道、新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（２月分）の支出について
843,962

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　咲洲運河（ポンプ場及び緊急電話）電話料金（３月分）の支出について
5,256

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　夢舞大橋専用回線使用料（３月分）の支出について
7,938

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路施設専用回線使用料（３月分）の支出について
74,424

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 緑地維持管理用　ＥＴＣ利用高速道路料金（１月分）の支出について
500

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０４号　柄外３点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
67,725

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　ゴムマット買入にかかる経費の支出について
362,250

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　ガードレール部材の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
191,625

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋維持管理用　夢舞大橋電気料金（２月分）の支出について
827,860

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　建設機械追加修繕（その１）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
321,856

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 請第9204号　施設管理担当建設機械(ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ)外1点法定点検整備業務委託の実施にかかる経費の支出について(自動車等修繕用)
406,350

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 請第9205号　施設管理担当大型特殊自動車(ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ)法定点検整備業務委託の実施にかかる経費の支出について(自動車等修繕用)
208,950

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（2月分）の支出について
5,218

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 生コンクリート・モルタル（２月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
16,013

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　メッシュフェンス－１ほか３点買入にかかる経費の支出について
1,702,050

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 生コンクリート・モルタル（２月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
23,100

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（２月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
248,430

港湾局 施設管理担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　レンガブロックほか２点買入にかかる経費の支出について
1,375,500

港湾局 振興担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ他８か所清掃業務委託経費の支出について（１月分）
152,523

港湾局 振興担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 ポートセールス用　職員の海外出張に伴う海外出張旅費の支出について　[平成26年2月13日(木)～15日(土)ベトナム社会主義共和国／ホーチミン市　振（海外）7]
122,450

港湾局 振興担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（ＣＲＵＩＳＥ）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
70,000

港湾局 振興担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ他８か所清掃業務委託経費の支出について（１月分）
32,193

港湾局 振興担当 平成26年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 ポートセールス用　サイゴン港湾局長及びプノンペン新港総裁あて親書の翻訳業務委託経費の支出について
8,400

港湾局 振興担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 客船クルーズ誘致受入業務用　マイアミにおけるクルーズコンベンション参加等に伴う海外出張旅費の支出について（平成26年3月9日(日)～16日（日）振（海外）７）
648,840

港湾局 振興担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 客船クルーズ誘致受入業務用　マイアミ出張に伴う経費の支出について
80,000
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港湾局 振興担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　手数料 客船クルーズ誘致受入業務用　マイアミ出張に伴うビザ取得経費の支出について
2,926

港湾局 振興担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 客船クルーズ誘致受入業務用　マイアミ出張に伴う経費の支出について
170,000

港湾局 振興担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 客船クルーズ誘致受入業務用　「Information of Japanese Ports」への広告掲載業務委託の支出について
105,000

港湾局 振興担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（日刊海事プレス及び日刊ＣＡＲＧＯ）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
44,772

港湾局 振興担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 報償費　報償金 客船クルーズ誘致受入業務用　「クルーズ客船受入業務委託」選定委員会にかかる委員報酬の支出について
16,005

港湾局 振興担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 客船クルーズ誘致受入業務用　職員の海外出張にかかる記念品の支出について
14,070

港湾局 振興担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ他８か所清掃業務委託経費の支出について（２月分）
55,944

港湾局 振興担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ他８か所清掃業務委託経費の支出について（２月分）
4,662

港湾局 振興担当 平成26年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 報償費　報償金 客船クルーズ誘致受入業務　「クルーズ客船受入業務委託」選定委員会にかかる委員報酬の支出について
16,005

港湾局 振興担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 初入港船歓迎記念品用　記念楯用陶板買入に係る経費の支出について
997,500

港湾局 振興担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 客船クルーズ誘致受入業務用　職員の海外出張にかかる記念品の支出について
13,650

港湾局 振興担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　筆耕翻訳料 港湾労働者福祉対策用　ジェノバ港及びベネチア港あて親書の翻訳業務委託経費の支出について
6,300

港湾局 工務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾業務情報システム用プリンタートナー外２点買入の経費の支出について　港湾業務情報システム用
18,312

港湾局 工務担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 設計積算用　現有作業船一覧買入にかかる経費の支出について
7,350

港湾局 工務担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　下水道施設維持管理積算要領(管路施設編)ほか２点買入に伴う経費の支出について
6,000

港湾局 工務担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成26年1月分)の支出について（港湾業務情報システム用）
402,937

港湾局 工務担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 設計積算用　下水道施設維持管理積算要領(管路施設編)ほか２点買入に伴う経費の支出について
9,750

港湾局 工務担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 維持管理用　桟橋劣化調査・補修マニュアル購入にかかる経費の支出について
7,000

港湾局 工務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　月刊積算資料外３点買入にかかる経費の支出について
220,450

港湾局 工務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 維持管理用　港湾コンクリート構造物維持管理実務ハンドブックほか１点買入にかかる経費の支出について
2,000

港湾局 工務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　月刊建設物価外２点買入にかかる経費の支出について
219,200

港湾局 工務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　請第1077号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（２月分）の経費の支出について
129,570

港湾局 工務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 維持管理用　港湾コンクリート構造物維持管理実務ハンドブックほか１点買入にかかる経費の支出について
12,000

港湾局 工務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 維持管理用　コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針（２０１３）買入にかかる経費の支出について
13,100

港湾局 工務担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 維持管理用　コンクリート標準示方書〔維持管理編〕（２０１３年制定）の買入にかかる経費の支出について
5,040

港湾局 工務担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算システム用　積算資料データ買入経費の支出について
1,633,800

港湾局 工務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 共通仕様書用　印刷用紙購入にかかる経費の支出について
3,575

港湾局 防災保安担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　軽貨物自動車（なにわ４１い７５４）緊急修繕にかかる経費の支出について
7,875

港湾局 防災保安担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　常吉ポンプ場稼働状況通信回線料の支出について（平成２６年２月分）
2,628

港湾局 防災保安担当 平成26年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 保安対策用　立看板ほか５点買入にかかる経費の支出について
659,662

港湾局 防災保安担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 防災施設維持管理用　集中監視装置端末局の電気料金の支出について（平成２６年２月分）
638

港湾局 防災保安担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （保安対策用）市内出張等交通費（２月分）の支出について
320

港湾局 防災保安担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機長期借入にかかる経費の支出について（２月分）　保安対策用
52,342

港湾局 防災保安担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車の借入にかかる経費の支出について（２月分）　保安対策用
22,365

港湾局 防災保安担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 防災施設管理用　電気料金にかかる協定書に基づく天保山ハーバービレッジ関連施設における電気使用料の支出について
260,188

港湾局 防災保安担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２６年２月分）
25,930

港湾局 防災保安担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　関西電力共架料（防潮扉集中監視装置）の支出について（平成２５年度分）
42,042

港湾局 防災保安担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当車両タイヤ補修経費の支出について（２月分）
13,650

港湾局 防災保安担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 携帯電話料金（ＮＴＴドコモ）の支出について（２月分）　保安対策用
783

港湾局 防災保安担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（２月分）　保安対策用
17,141,250

港湾局 防災保安担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　平成２５年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（２月分）
387,070

港湾局 防災保安担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（２月分）　保安対策用
78,750

港湾局 海務担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　ホースバンド買入にかかる経費の支出について
10,080

港湾局 海務担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（１月分）
43,680

港湾局 海務担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（１月分）
174,720

港湾局 海務担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年1月分）の支出について　維－５
355

港湾局 海務担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年1月分）の支出について　維－４
7,983

港湾局 海務担当 平成26年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　ボルトほか３点買入にかかる経費の支出について
2,100
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港湾局 海務担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 総務担当施設管理用　港湾局２突けい船場電気代（４月分～７月分）の一般会計（総務担当）への振替処理に伴う港営会計（引船事業）への支出について
3,117

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業用　船舶給水受領書（直接）の買入にかかる経費の支出について
30,450

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　耐火作業　冬コートほか2点買入れにかかる経費の支出について
14,353

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　玄関マット買入れにかかる経費の支出について
21,000

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　油圧ホースほか３点買入れにかかる経費の支出について
67,473

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）１月分買入にかかる経費の支出について
27,731

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）１月分買入にかかる経費の支出について
370,715

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）１月分買入にかかる経費の支出について
100,706

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）１月分買入にかかる経費の支出について
16,784

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）１月分買入にかかる経費の支出について
127,123

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）１月分買入にかかる経費の支出について
35,028

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）１月分買入にかかる経費の支出について
37,947

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）１月分買入にかかる経費の支出について
43,786

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）１月分買入にかかる経費の支出について
8,757

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請２５-９３０３号　鶴町基地内警備業務委託の経費の支出について　１月分
532,321

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾事業一般管理用（海務担当（海務））　咲洲トンネル回数通行券の買入の経費の支出について
45,000

港湾局 海務担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営工事用　軽油　第４四半期　買入（単価契約）１月分買入にかかる経費の支出について
636,344

港湾局 海務担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営工事用　トータルステーション整備点検業務委託実施経費の支出について
31,500

港湾局 海務担当 平成26年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営工事用　防食材買入にかかる経費の支出について
320,145

港湾局 海務担当 平成26年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　光ファイバーケーブル買入にかかる経費の支出について
7,665

港湾局 海務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　船車修繕料 海務担当一般業務用　海務担当（海務）軽自動車法定点検整備業務委託の経費の支出について
41,254

港湾局 海務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃作業用　大阪港内清掃作業業務委託の経費の支出について（平成26年1月分）
2,527,770

港湾局 海務担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　丸型蛍光灯ほか2点買入れにかかる経費の支出について
22,050

港湾局 海務担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　白灯油買入れにかかる経費の支出について
21,420

港湾局 海務担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　ＬＰガス買入れにかかる経費の支出について
13,125

港湾局 海務担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営業務用　無線局再免許申請にかかる経費の支出について
3,350

港湾局 海務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成26年度1月分）　維－1
26,605

港湾局 海務担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　替刃ほか１点買入にかかる経費の支出について
7,633

港湾局 海務担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　スプレーノズルほか５点買入にかかる経費の支出について
6,510

港湾局 海務担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　クレモナロープほか３点買入にかかる経費の支出について
236,250

港湾局 海務担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営業務用　溶接技能者資格サーベイランス申請経費の支出について
1,260

港湾局 海務担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　スプレーノズルほか５点買入にかかる経費の支出について
81,354

港湾局 海務担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　クレモナロープほか３点買入にかかる経費の支出について
126,105

港湾局 海務担当 平成26年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 事務連絡及び業務用　なみはや大橋通行回数券ほか１点の買入にかかる経費の支出について　＜一般会計・港営会計合併分＞
31,320

港湾局 海務担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（２月分）
11,511

港湾局 海務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 海務担当（船舶）業務用　市内出張交通費等の支出について（２月分）　海船第４号
690

港湾局 海務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　蛍光水銀ランプ買入れにかかる経費の支出について
3,990

港湾局 海務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成26年1月分）の支出について
12,180

港湾局 海務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　ボルトほか１点買入にかかる経費の支出について
33,516

港湾局 海務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　負担金 航行安全対策用　電子情報処理組織使用料の支出について
1,179,000

港湾局 海務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 給水事業用　ＬＰガスの買入にかかる経費の支出について
10,500

港湾局 海務担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営工事用　船舶検査（臨時）申請・書換申請にかかる経費の支出について
9,250

港湾局 海務担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営工事用　アセチレンガス容器耐圧検査（委託）実施経費の支出について
7,875

港湾局 海務担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　砥石買入にかかる経費の支出について
3,150

港湾局 海務担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　ウッドルスキー買入にかかる経費の支出について
819

港湾局 海務担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　雄ネジプラグ買入にかかる経費の支出について
472

港湾局 海務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（２月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
2,380

港湾局 海務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（２月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
1,994
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港湾局 海務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（２月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
523,676

港湾局 海務担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　バッテリー買入にかかる経費の支出について
389,949

港湾局 海務担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営工事用　船外機ほか１点買入にかかる経費の支出について
95,025

港湾局 海務担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営工事用　船外機ほか１点買入にかかる経費の支出について
159,600

港湾局 海務担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　潤滑油買入にかかる経費の支出について
117,600

港湾局 海務担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業用　殺菌消毒剤の買入にかかる経費の支出について
9,870

港湾局 海務担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 事務用切手購入経費の支出について（その３）
5

港湾局 海務担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 給水事業用　水質試験料（２月１８日実施、真清水丸及び天保山岸壁船舶給水施設）にかかる経費の支出について
55,965

港湾局 海務担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 海務担当事務用　ダブルクリップほか１８点の買入にかかる経費の支出について　＜一般会計・港営会計合併分＞
7,182

港湾局 海務担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営工事用　電位測定計測器点検「業務委託」の実施経費の支出について
10,500

港湾局 海務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（２月分）
87,360

港湾局 海務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（２月分）
174,720

港湾局 海務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年2月分）の支出について　維－２
3,260

港湾局 海務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（２月分）の支出について
128,184

港湾局 海務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　船車修繕料 公用車維持管理用　海務担当軽自動車12ヶ月定期点検整備業務委託の実施及び同経費の支出について
29,001

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（２月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
73,259

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年2月分）の支出について（維－３）
10,027

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 係留施設経営事業用　天保山ハーバービレッジ関連施設における電気使用料の支出について
720,359

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（２月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
15,651

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 携帯電話使用料の支出について（２月分）埠頭現場連絡用
58

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　請第1501号　船舶運航支援調整業務委託の経費の支出について（平成26年2月分）
2,053,735

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　請第1501号　船舶運航支援調整業務委託の経費の支出について（平成26年2月分）
2,383,333

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃作業用　大阪港内清掃作業業務委託の経費の支出について（平成26年2月分）
2,527,770

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 海務事業一般管理用（海務担当（海務））　市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
2,820

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　近接地出張交通費の支出について（２月分）
5,760

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　近接地出張交通費の支出について（１月分）
740

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（２月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
2,424

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 建設機械用　平成25年度 請第9301号 車両系建設機械法定点検整備業務委託の事業実施及び同経費の支出について
208,950

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成26年2月分）の支出について
12,180

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営業務用　全自動洗濯機ほか１点買入れにかかる経費の支出について
5,250

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請２５-９３０３号　鶴町基地内警備業務委託の経費の支出について　２月分
467,588

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９３１１号　水深選択ソフト用パソコン等機器一式の支出について　長期借入（２月分）
14,070

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の経費の支出について（平成26年2月分）
141,834

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　庁用器具費 直営業務用　全自動洗濯機ほか１点買入れにかかる経費の支出について
51,240

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　工業用ガス（単価契約）（２月分）買入にかかる経費の支出について
13,860

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成26年1月分）の支出について
21,094

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　請第1501号　船舶運航支援調整業務委託の経費の支出について（平成26年2月分）
1,033,432

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　請１５００号　大阪港航行安全情報提供業務委託（その２）の経費の支出について（平成26年2月分）
5,028,333

港湾局 海務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の経費の支出について（平成26年2月分）
14,954

港湾局 総務担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 庁内情報システム用　プリンタートナーカートリッジ（ブラック）ほか９点買入にかかる経費の支出について
173,692

港湾局 総務担当 平成26年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 静電複写機による複写（白黒）代金の支出について（平成26年1月分）　職員事務用
179,229

港湾局 総務担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 作業用軍手外１点買入経費の支出について（職員安全衛生用）
329,910

港湾局 総務担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　作業用救命衣買入経費の支出について
134,400

港湾局 総務担当 平成26年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 公用車維持管理用　自動車損害共済基金分担金の支出について（平成25年度）（新規加入・施設管理担当2台分）
15,007

港湾局 総務担当 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年1月利用分・緑地管理事務所②）庁舎維持管理用
3,560

港湾局 総務担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成26年2月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
90,571

港湾局 総務担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　ヘルメット買入経費の支出について
12,495

港湾局 総務担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 騒音作業従事者健康診断業務委託（概算契約）経費の支出について（職員安全衛生用）
154,980
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港湾局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　備品修繕料 庁内情報システム用　パソコン修繕経費の支出について
85,427

港湾局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年2月利用分・防災センター②）庁舎維持管理用
2,108

港湾局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年2月利用分・防災センター）庁舎維持管理用
18,225

港湾局 総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について【総務事務用】（平成26年2月分）
51,665

港湾局 総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出について（平成26年2月分）
53,917

港湾局 総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
405,936

港湾局 総務担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 総務事務用物品ゼムクリップ外18点買入経費の支出について
75,945

港湾局 総務担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
43,260

港湾局 総務担当 平成26年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 市町村事務提要（行政・人事編）追録の購入について（事務参考用）（平成25年度第4四半期分）
6,900

港湾局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年2月分）　庁舎維持管理用
604,072

港湾局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年2月分）　庁舎維持管理用
242,969

港湾局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成26年2月分）
33,840

港湾局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 高圧業務従事者健康診断業務委託（職員安全衛生用）経費の支出について
34,650

港湾局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成26年2月分）　庁舎維持管理用
8,421

港湾局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（機械事務所）庁舎維持管理用
21,936

港湾局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（緑地管理事務所・平成26年2月分）　庁舎維持管理用
15,235

港湾局 総務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾関係例規集追録購入経費の支出について（事務参考用）
65,000

港湾局 総務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 総務事務用　ICレコーダー買入経費の支出について
23,625

港湾局 総務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年2月利用分・緑地管理事務所）庁舎維持管理用
20,462

港湾局 総務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年2月利用分・電気事務所）庁舎維持管理用
28,094

港湾局 総務担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年2月利用分・ＡＴＣ庁舎）　庁舎維持管理用
157,632

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
22,107

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
8,479

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
37,337

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
30,060

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
122,696

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
22,923

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
9,085

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
565

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
22,409

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
4,745

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
7,064

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
7,571

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
7,571

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
7,268

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
13,475

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
144,115

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
4,871

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
4,694

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
12,388

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
144,748

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
38,534

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
14,660

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
9,388

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
24,261

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
8,478

港湾局 経営監理担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
10,288

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
105
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港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,415

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
80

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
360

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,457

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,249

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,910

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
200

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,260

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,000

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,990

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,600

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
640

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,000

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,230

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
160

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
140

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,050

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,000

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
60

港湾局 経営監理担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,000

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
11,282

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について
29,639

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
40,173

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について
142,961

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
21,953

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
632

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
22,564

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
22,282

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
8,538

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（２月分）の支出について
6,290

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（２月分）の支出について
2,980

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 調達事務用　製本テープほか３点買入にかかる経費の支出について
10,392

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
2,715

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について
15,273

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について
5,048

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
20,259

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
151,698

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
4,998

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
7,013

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
9,942

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
5,870

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
4,269

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
146,860

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
31,178

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
14,179

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
31,103

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
8,233

港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について
3,781
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港湾局 経営監理担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（２月分）の買入にかかる経費の支出について
13,575

港湾局 監理調整担当 平成26年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(12月分市内、近接地出張旅費)事務連絡用
1,280

港湾局 監理調整担当 平成26年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(1月分市内出張旅費)事務連絡用
4,340

港湾局 監理調整担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 貸付金　貸付金 平成25年度 外貿埠頭の建設又は改良に係る資金の貸付契約（新外貿法）における貸付金（外貿埠頭施設整備事業用）の支出について（大阪港埠頭株式会社）
192,000,000

港湾局 監理調整担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 貸付金　貸付金 平成25年度 特定用途港湾施設整備事業に係る資金の貸付契約（港湾法）における貸付金（特定用途港湾施設整備事業用）の支出について（大阪港埠頭株式会社）
819,000,000

港湾局 監理調整担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 事務連絡用　出張旅費の支出について(２月分市内出張旅費)
400

港湾局 監理調整担当 平成26年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 事務連絡用　出張旅費の支出について(11～1月分市内出張及び近接地出張旅費)
14,680

港湾局 監理調整担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 大阪北港ヨットハーバーにかかる航行安全検討会議における報償金の支出について　集客施設管理用
143,760

港湾局 監理調整担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について 2月分 港湾管理一元化関係業務・外郭団体監理業務用
2,598

港湾局 監理調整担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(2月分市内出張旅費)事務連絡用
9,930

港湾局 監理調整担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(1月分市内出張旅費)事務連絡用
800

港湾局 監理調整担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 大阪北港ヨットハーバーの不動産鑑定における土地賃貸料に係る意見書の徴取について　集客施設管理用
42,000

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
310,151

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
28,744

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
717

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
12,029,534

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
851,266

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
828,518

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
668,559

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,030,365

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
354

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
550

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,812,779

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
574,622

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
909,678

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,659,599

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
284,350

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,410,826

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
354

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
354

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
2,968

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,202,292

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
188,750

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
419

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
2,416

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,366,543

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
2,296

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,545,137

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,077

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
26,624

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
4,849,349

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
7,763

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
9,576

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
2,194,354

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
898

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
534,259
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会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
10,285,444

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,309

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
152,906

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
10,131,798

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
22,489

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
887,671

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
523,416

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
14,121

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
733,371

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
521,823

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
167,241

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,064,061

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
637,964

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
561,519

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
815,235

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,148

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
20,587

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
552,708

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,758,472

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
18,922

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
3,318

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
124,472

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
47,835

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
6,786

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
125,426

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
285,780

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
190,603

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
753,211

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
3,696,234

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
3,320,705

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
2,027,263

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
6,185,345

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
2,788,785

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
18,993

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
6,218,813

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
8,126,192

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
545,336

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
35,739

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
124,374

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
6,716

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
3,144

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
76,201

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
2,335

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
16,666

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
21,420,035

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
11,657

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
153,544

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,331,743
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会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
354

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
6,257,065

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
412,481

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,722

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
354

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
21,658

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
6,257

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
112,867

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,200

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
9,554

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
140,895

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
114,286

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
246,832

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
354

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
248,512

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
632,852

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
788,197

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,383

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
354

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
4,565

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,811,903

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
110,315

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,322

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
4,659

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,712

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
958

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
438

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
20,169

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
1,439

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
2,296

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
83,409

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
395,379

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
11,779,830

会計室 会計企画担当 平成26年03月03日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（１月分）の支出について
2,996

会計室 会計企画担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（２月分）の支出について
27,043

会計室 会計企画担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
3,600

会計室 会計企画担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 会計事務用　職場コンプライアンス研修用ＤＶＤの購入経費の支出について
39,900

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
160,423

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
120,589

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,086

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
2,415,072

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,567

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
115,794

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,953

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
380

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
724

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
114,822

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
905
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会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
415,035

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
538,416

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
686,396

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
4,526

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
405,235

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
7,432

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
758,100

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
338,116

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
744,258

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
518,681

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
110,854

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
145,256

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
463,042

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
731,854

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
682,421

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
182,571

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
659,082

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,448

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,100,490

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
20,065

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
102,745

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
3,100,112

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,267

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
2,535

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
227,936

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
19,148

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
627,260

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
679,052

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
4,027,382

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,032,501

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
746,600

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,847,106

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,342,138

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
248,606

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,718,289

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,595,856

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
622,659

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
28,586,373

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
331,077

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,219,604

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,373,818

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（２月分）の支出について
2,691

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（２月分）の支出について
2,628

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
9,921,045

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
10,331

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
905

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
724

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
23,768
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会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
5,580

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
770,266

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
11,272

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
185,274

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
211,418

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
183,961

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
161,954

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（２月分）の支出について
41,005

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
3,838,222

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
11,388,698

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
3,440

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
59,739

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
64,636

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
72,161

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（２月分）の支出について
20,793

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
4,963

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
27,619

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
16,209

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
10,633

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
371,675

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
146,615

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
298,654

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
31,629

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
3,862,630

会計室 会計企画担当 平成26年03月10日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（２月請求分）の支出について
1,748

会計室 会計企画担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 備品購入費　図書購入費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
12,600

会計室 会計企画担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器借入経費の支出について（会計事務用　２月分）
23,683

会計室 会計企画担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等一式借入経費の支出について（会計事務用　２月分）
35,878

会計室 会計企画担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
5,400

会計室 会計企画担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報償費　報償金 公会計事務用　第２回平成26年度公会計制度改革プロジェクト支援業務委託にかかる事業者提案審査会議にかかる報償金の支出について
34,310

会計室 会計企画担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の支出について（会計事務用　２月分）
20,868

会計室 会計企画担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（会計事務用　２月分）
23,196

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
7,216

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
24,783

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
6,975

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
4,431

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規追録購入経費の支出について（会計事務用）
16,722

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規追録外１点購入経費の支出について（会計事務用）
102,580

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
4,627

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約に基づく経費の支出について（2月分）
2,623,467

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
8,377

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
7,168

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
13,715

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
7,916

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
15,320

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,477

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,477

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162
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会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
6,447

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
95,803

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
4,520

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
2,544

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
3,829

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,300

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,796

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,239

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
4,431

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
8,371

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,477

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
3,225

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
2,379

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（３月請求分）の支出について
11,078

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
3,486

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
2,954

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
3,100

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
2,036,634

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
55,794

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,687

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
10,000

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
3,486

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
7,385

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
5,810

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
11,142

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
9,639

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
32,573

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（３月請求分）の支出について
68,255

会計室 会計企画担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（２月請求分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方財政関係質疑応答集追録購入経費の支出について（会計事務用）
4,900

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
5,140

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
3,885

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
2,012,220

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
10,720

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
10,816

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
42,707

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分２回目）
16,495

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
8,476

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
823,602
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会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
2,072

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
169,666

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
199,766

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
416,404

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
144,358

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
146,242

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
215,446

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
164,420

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
253,577

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
154,425

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
173,469

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
166,852

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
177,571

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
2,072

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
110,236

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
172,222

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
108,598

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
518

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
208,199

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
312,907

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
356,167

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
18,241

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
225,466

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
199,138

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
208,566

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
208,277

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
222,163

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
248,802

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
945

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
377,141

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
208,033

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
209,933

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
342,516

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
445,254

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
26

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
316,537

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
3,382

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
977

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
235,457

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
294,064

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
227,198

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
32,093

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
143

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
769

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
565,708
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会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
9,436

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
15,861

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
6,286

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
35,535

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
2,315

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
132

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
17,247

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
15,468

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
9,669

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
56,448

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
95

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
1,939

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
902

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
387,941

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
3,320

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
11,619,599

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
702,219

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
2,438,684

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
3,148

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
2,072

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
401,881

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
7,794,903

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
566,778

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
399,176

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
929,064

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
865,561

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
541,466

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,078,691

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
524,208

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
501,600

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,078,782

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
454,818

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
404

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
21

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
802

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
10,089

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
6,050

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
2,426

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
52,690

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
368

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
276

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
220

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
138

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
39,636

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
377
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会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
1,419

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
258

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
13

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
83

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
5,053

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
46

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
37,907

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
2,880

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
1,385

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
1,084

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
9,095

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
1,778

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
37,528

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
192,300

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
129

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
29,213

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
8,699

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
3,148

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
11,012

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
61,107

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
22,655

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
11,571

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
55,029

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
57,831

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
1,695

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
6,446,845

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
2,329,811

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
983,619

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
3,553,163

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,293,843

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
15,909,834

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
15,913

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
2,991

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
6,407,546

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
58,165

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
71,312

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
997

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,409,072

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
119,496

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
63,204

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
23,393

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
286,472
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会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
28,321

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
861,703

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
14,030

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
19,160

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
33

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
270,970

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
241,601

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
777,181

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
29,054

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
20,462

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
2,273

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
1,857

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
667

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
977,930

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（２月分）の支出について
46,778

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線２群）料金（３月請求分）の支出について
2,691

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（２月分）の支出について
62

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
21,208

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
9,444

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
294,208

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
9,585,450

会計室 会計企画担当 平成26年03月25日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（２月分）の支出について
3,148

会計室 会計企画担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
3,600

会計室 会計企画担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
4,957

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
38,325

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,876

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（３月請求分）の支出について
2,628

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
213

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,647

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
232

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
6,508

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
6,550

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,590

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
330,115

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
10,076

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,584

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
14,374

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,051

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
10,112

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,586

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
720

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
28,816

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
53,876
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会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,604

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,667

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
914,923

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
11,775,046

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
9,636

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,586

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
418,894

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（３月請求分）の支出について
3,363

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
10,076

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
563

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（３月請求分）の支出について
2,549

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
8,907

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
21,509

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,164

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 財務会計システムプリンタ用トナーカートリッジ購入経費の支出について（会計事務用）
52,290

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
12,580

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
323

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　２月分）
10,770

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,921

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
14,511

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
59,120

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
54,104

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
15,313

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
6,003

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
10,938

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
6,510

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
7,838

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,297

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,183,820

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
703

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,739,947

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
282

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
2,380

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
2,837

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
355

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
640,347

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,063,675

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
2,304

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
190,505

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,409,642

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,640,335

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
355

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
956,586

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
977,120

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,875,636

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
355

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
311,756
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会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
799,373

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
7,808

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
24,448

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
7,352

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,413

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,004

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
9,827

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
6,966

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
5,528

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,604

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
11,887

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
4,553

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,082

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
6,966

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,850

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
70,274

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
175,453

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,118

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,804

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
8,258

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
9,922

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,899

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
13,932

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
7,208

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
233,219

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
3,867

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,341

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,598

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
78,500

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
26,836

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
20,898

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
10,015

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,243

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
12,080

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,604

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
5,757

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,029

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
48,846

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
293,253

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
21,877

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
7,208

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
6,127

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
4,615

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,604

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,860

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
20,026



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
40,877

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
83,306

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
299,132

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,209

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
8,803

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
9,799

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
7,975

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
20,598

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（３月請求分）の支出について
5,631

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,610,555

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
44,199

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
950

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,111

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
6,326

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
53,444

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
84,762

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
4,503,737

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
120,397

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（３月請求分）の支出について
2,628

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
29

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
638

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
4,217

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
30,652

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,649

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
262,284

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
110,206

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,048

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,604

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
5,710

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
9,576

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
12,741

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
13,565

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
14,031

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
10,076

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
5,908

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
18,553

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
2,299,956

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
85,860

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
747

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
16,262

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
612,325

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
10,986,257

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
37,344

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
694,348

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
689

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
28,308

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
10,013
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会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
804

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
353,441

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
10,076

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
5,046

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
19,570

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
126,443

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
247,667

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,551

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
645,118

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,152

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
796,195

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
7,602,665

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
541,715

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
584,182

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,056,006

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
855,804

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
22,656

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
533,944

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
9,683

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
167,242

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
728,426

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
21,864

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
42,554

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,024

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
10,395

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
10,092

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
11

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
34

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
12,169

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
84

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
12,078

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
39,898

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
384

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
28,293

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
12,474

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,079

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
13,188

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
20,900

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
10,532

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
35,313

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
11,904

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
332

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
13,451

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,942

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
9,279

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,504

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
8,857
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会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,152

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,670

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
5,298

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,201

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
50,522

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
41,365

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,329

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
17,293

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
36,412

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
52,558

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
583,452

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
13,275

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,859,487

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
10,932

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
8,319

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,662

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
17,906

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
25,715

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
2,623

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
105,848

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
47,844

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
6,581

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
9,193

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
107,396

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
167,877

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,586

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
20,558

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
236,205

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
12,209

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
192,864

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
783,933

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
3,285,872

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
267,958

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
40,714

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
10,155

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
2,431,288

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
5,405,207

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
5,607,953

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
18,680

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,696,544

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
2,960,364

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
11,221

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
67,428

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
7,631

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
73,306
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会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
62,225

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
66,326

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
67,741

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
29

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
7,563,416

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
127,870

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
497,792

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
28,573

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
25,682

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
3,163

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,885

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
6,760

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
61,823

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
105,387

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
6,396

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
16,612

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
11,187

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
20,689,889

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
173,425

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
1,574,358

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
152,350

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
9,894

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
28,753

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
8,403

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
4,547

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
5,230

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,428

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,710

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
386

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,578

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,330,986

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,523

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
6,190

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
84,939

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
2,405

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
8,882

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
5,214

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
7,334

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,375

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
355

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,063

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
6,217,910

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
376,640

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
5,131

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
438,386

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,728

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
355
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会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
17,985

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
5,902

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,052

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
92,556

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,948

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
67

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
9,607

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,710

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,709

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
210,975

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
124,324

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
147,804

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
42,745

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
2,689

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
29,864

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
40,220

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,384

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
765,883

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
355

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
884,706

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
232,485

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
442

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
172,217

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
6,334

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
160,672

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
5,894

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
30,906

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
97,576

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
4,283

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,862,206

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
158,374

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（３月請求分）の支出について
4,200

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
4,331

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
30,228

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
96,685

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（３月請求分）の支出について
16,776

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,328

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
6,205

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
4,685

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,718

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
439

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
963

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
18,206

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
16,365

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
3,059

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
1,161

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
2,304

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
71,458
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会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
27,571

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,063

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
396,102

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
11,665,478

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
132,362

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（３月請求分）の支出について
3,069

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
1,005

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（２月分）の支出について
2,272

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
588

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
12,661

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（３月請求分）の支出について
3,555

会計室 会計企画担当 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（３月請求分）の支出について
5,704

会計室 会計管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（２月分）
4,530,408

会計室 会計管理担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 公金収納取扱手数料の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
26,992,588

北区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）
1,903,857

北区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）
650,664

北区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,760

北区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）
115,135

北区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）
37,007

北区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,700

北区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（１月分）
3,675

北区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,000

北区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託にかかる経費の支出について
19,227

北区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託にかかる経費の支出について
63,870

北区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託にかかる経費の支出について
3,862

北区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託にかかる経費の支出について
1,241

北区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策職員住宅にかかる回線使用料（基本料）等の支出について（１月分）
2,953

北区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発用ポケットティッシュ作成経費の支出について
12,810

北区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用出張交通費（12月・11月追加分）の支出について
19,000

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・市長選挙　＜機械番号３８０５８３＞
11,122

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・市長選挙　＜機械番号３８０５３７＞
3,029

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・市長選挙　＜機械番号３８０５３７＞
27,185

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・市長選挙　＜機械番号３８０５８３＞
9,990

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金（２月分）
3,191

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」（平成25年５月号～平成26年４月号）編集デザイン業務委託契約にかかる経費の支出について（３月号分）
228,900

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
8,246

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金（２月分）
192

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
498

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金（２月分）
61

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
160

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・市長選挙　＜機械番号３８０５３７＞
458

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・市長選挙　＜機械番号３８０５８３＞
869

北区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,848

北区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（２月分）
85,400

北区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品（プリンタ用トナーカートリッジほか１点）購入経費の支出について
45,360

北区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎機械警備及び警備機器保守業務委託経費の支出について（２月分）
19,446

北区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
128,132

北区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器長期借入経費の支出について（２月分）
5,565
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北区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等長期借入経費の支出について（２月分）
17,241

北区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
27,930

北区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
230

北区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所庁舎機械警備及び警備機器保守業務委託経費の支出について（２月分）
1,176

北区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
74

北区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所庁舎機械警備及び警備機器保守業務委託経費の支出について（２月分）
378

北区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用出張旅費（１月・１２月追加分）の支出について
19,950

北区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 北区役所広報紙「わがまち北区」（平成25年５月号～平成26年４月号）新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（３月号分）
688,593

北区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（２月分）
376,250

北区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用消耗品（住基システムプリンタ用ドラムカートリッジ外１点）購入経費の支出について
81,427

北区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙事務用消耗品（ホッチキス針外４点）購入経費の支出について
8,956

北区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,460

北区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
14,000

北区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（２月分）
120,124

北区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（２月分）
69,666

北区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（２月分）
89,797

北区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（２月分）
282,532

北区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金（２月分）
7,264

北区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金（２月分）
5,430

北区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（２月分）
16,553

北区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金（２月分）
2,335

北区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金（２月分）
1,745

北区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（２月分）
5,320

北区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所庁舎維持管理用トイレ改修工事経費の支出について
998,760

北区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎維持管理用特別清掃業務委託経費の支出について
451,500

北区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）経費の支出について（平成２５年度２月分）
210,583

北区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区ホームページ外国語ページの翻訳・作成・更新にかかる経費の支出について
93,450

北区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査にかかる指導員・調査員報酬の支出について
688,436

北区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 大阪市長選挙にかかる茶菓（水外７点）購入経費の支出について
24,055

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）
1,975,724

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）
640,796

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（２月分）
29,395

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（経営戦略）事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
240

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,300

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（経営戦略）事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
80

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（２月分）
8,610

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（経営戦略）事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
2,020

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（経営戦略）事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
350

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域ＦＡＸ（市外）・ＦＡＸ（市外）使用料（２月分）
3,376

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,600

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
6,750

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（２月分）
1,147

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）
36,214

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（２月分）
368

北区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,580

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度３月分　歳出還付金（一般分）・資金前渡
70,000

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度３月分　歳出還付金（退職分）・資金前渡
10,000

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課戸籍事務用参考書籍の購入にかかる経費の支出ついて
28,980
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北区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課レジスター用スタンプ（店名印）の購入にかかる経費の支出について
14,700

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　歳出還付金（一般分）・口座振替払
156,302

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　歳出還付金（退職分）・口座振替払
9,518

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用切手の購入経費の支出について
20,100

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 カウンターほか１３点（北区役所）購入経費の支出について
501,375

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（窓口サービス課事務用消耗品）
630

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用消耗品（住基システムプリンタ用トナーカートリッジ及びドラムカートリッジ）の購入にかかる経費の支出ついて
362,092

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 カウンターほか１３点（北区役所）購入経費の支出について
2,858,625

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用ゴム印の作成にかかる経費の支出について
12,631

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
21,971

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用コピー複写経費の支出について（平成２６年２月分）
37,540

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用ゴム印（副区長等）の作成にかかる経費の支出について
1,045

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課戸籍記載事項認印用区長職務代理者印の作成にかかる経費の支出について
1,575

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課書類搬送設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（平成２５年１１月分）
26,670

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２６年３月審査分　一般）
929,450

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２６年３月審査分）
1,235,695

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　歳出還付金（一般分）・口座振替払
464,109

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課戸籍事務用参考図書の購入にかかる経費の支出について
6,552

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（窓口サービス課事務用郵便切手）
2,500

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２６年３月審査分）
500,000

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　歳出還付金（一般分）・口座振替払
164,243

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）後納郵便料金（平成２６年２月分）の支出について
136,980

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について
1,817

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について
85,970

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について
974,182

北区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について
98,634

北区役所 住民自治課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（２月分）の支払いについて（生涯学習推進事業）
2,450

北区役所 住民自治課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（２月１９日分）の支出について
5,250

北区役所 住民自治課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 山崎亮さん防災フォーラム実施にかかる講師謝礼金およびパネリスト謝礼金の支出について
124,600

北区役所 住民自治課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業用物品の購入にかかる支出について
43,050

北区役所 住民自治課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（２月分）の支出について（青少年健全育成事業）
10,050

北区役所 住民自治課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（２月分）の支払いについて（生涯学習推進事業）
400

北区役所 住民自治課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（２月分）の支出について（生涯学習推進事業）
1,620

北区役所 住民自治課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 歴史まち歩き講座「北区ぶらぶら（秋冬編　第１～６回）」の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 住民自治課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「地域安全対策」プロジェクト事業にかかる備品および消耗品の購入経費の支出について
111,857

北区役所 住民自治課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 「地域安全対策」プロジェクト事業にかかる備品および消耗品の購入経費の支出について
72,103

北区役所 住民自治課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（１０月～３月）
220,800

北区役所 住民自治課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（３月分）の支出について（交流まちづくり事業）
1,671

北区役所 住民自治課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」業務委託先選定審査会にかかる審査員報償金の支出について
39,400

北区役所 住民自治課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民の命を守るための防災対策事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
128,572

北区役所 住民自治課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（３月分）の支出について（生涯学習推進事業）
690

北区役所 住民自治課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯に係る携帯電話料金（２月分）
5,234

北区役所 住民自治課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
15,987

北区役所 住民自治課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 アスリートせんせいがやってキタ！に実施にかかる講師謝礼の支出について（青少年健全育成事業）
200,000

北区役所 住民自治課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業のための地域防災リーダーにかかる装備品の購入経費の支出について
322,927

北区役所 住民自治課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり事業にかかる堆肥他５点の購入にかかる経費の支出について
18,627

北区役所 住民自治課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
260

北区役所 住民自治課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,160
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北区役所 住民自治課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
2,730

北区役所 住民自治課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,120

北区役所 住民自治課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
140

北区役所 住民自治課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
4,640

北区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１４５３～１４５５）
20,830

北区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１４９５～１５０１）
5,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）３月分の支出について
10,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）３月分の支出について
46,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１４４６～１４５２）
57,158

北区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（No．１５０２）
58,230

北区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判にかかる診断書の支出について
2,100

北区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 養護老人ホーム措置業務に係る葬祭費の支出について
42,295

北区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No．１４３１～１４３２）
1,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者自立支援法に基づく補装具費の支出について
270,081

北区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 日常生活用具給付金（大阪市重度障害者日常生活用具給付事業用）の支出について
133,045

北区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．１５２９～１５３２）
16,500

北区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について（No．１５２５）
240,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 乳幼児健康診査用　診察台買入経費の支出について
37,537

北区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域アクションプラン事業にかかる物品購入経費の支出について
65,500

北区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年２月１８日）
945

北区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の取扱費の支出について
174,458

北区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）健康グループ
14,787

北区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区地域福祉アクションプラン推進事業用・上智大学連携講座「介護家族のつどい～ケアチアフル～」チラシの作成及び同経費の支出について
19,950

北区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．１５５５～１５５９）
78,650

北区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（No．１５３３、１５６０）
5,618

北区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．１５６５～１５７２）
224,875

北区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No．１５６３～１５６４）
4,180

北区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１５２６～１５２８）
1,940

北区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）健康グループ
600

北区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育推進用　食育教材購入経費の支出について
17,452

北区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用老人保護措置業務にかかる出張旅費の支出について（１月分）
760

北区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．１５８６～１５８９）
73,584

北区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．１５２９～１５３２）
30,250

北区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用精神保健事業にかかる出張旅費の支出について（１月分）
1,860

北区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用保育事務にかかる出張旅費の支出について（１月分）
400

北区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（２月分）
4,096

北区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業用　損害保険料の支出について
88,200

北区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用障がい者虐待対応業務にかかる出張旅費の支出について（１２・１月分）
3,640

北区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者自立支援法に基づく補装具費の支出について
181,966

北区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 日常生活用具給付金（大阪市重度障害者日常生活用具給付事業用）の支出について
220,293

北区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる事務用消耗品費（カラーマルチペーパー他19点）購入経費の支出について
36,256

北区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１５３４～１５５４）
203,801

北区役所 保健福祉課 平成26年03月19日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成25年度母子福祉貸付金の支出について（平成26年度高校入学・就学支度資金）
364,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム事務用及び国保システム事務用福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかる物品購入経費の支出について
3,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用等福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかるコピー代金の支出について（２月分）
4,041
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北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム事務用及び国保システム事務用福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかる物品購入経費の支出について
39,900

北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用等福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかるコピー代金の支出について（２月分）
9,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用等福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかるコピー代金の支出について（２月分）
9,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（No.１５６２）
2,573

北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．１５９２～１５９４）
63,537

北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１５６１）
3,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム事務用及び国保システム事務用福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかる物品購入経費の支出について
8,970

北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防事業用　介護予防啓発パンフレット印刷経費の支出について
37,800

北区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,257,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１５８０～１５８５）
81,221

北区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．１６００～１６０６）
131,492

北区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校２月分）
99,900

北区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．１６０７～１６１７）
71,435

北区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,188,250

北区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年3月6日分）
1,100

北区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年3月6日分）
3,400

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北区地域福祉アクションプラン推進事業「介護家族のつどい～ケアチアフル～」にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成26年４月分）
14,156,472

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成26年４月分）
6,895,670

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成26年４月分）
75,350

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校２月分）
302,062

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成25年度ＢＣＧ接種にかかる医師報償金の支出について(2月分)
48,540

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（２月分）の支出について
24,270

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（２月分）の支出について
48,540

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（２月分）の支出について
72,810

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（２月分）の支出について
152,850

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（２月分）の支出について
97,080

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について(2月分)
300

北区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防事業用　地域健康講座（介護予防）２月分　報償金の支払いについて
37,180

北区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１５９０～１５９１）
1,840

北区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者自立支援法に基づく補装具費の支出について
375,178

北区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 日常生活用具給付金（大阪市重度障害者日常生活用具給付事業用）の支出について
417,062

北区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．１６３２～１６４１）
183,607

北区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．１６２５～１６３１）
208,284

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康グループ（健康づくり・健康相談）事務用　コピー複写経費の支出について（２月分）
17,523

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年3月17日分）
3,710

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年3月17日分）
4,200

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．１６４６～１６５１）
26,900

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師謝礼（平成２６年２月分）の支出について
10,560

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼（平成２６年２月分）の支出について
10,560

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師謝礼（平成２６年２月分）の支出について
17,980

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について【2月分】（保育ママ　梅田ひまわり園）
1,163,450

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について【２月分】　（フェアリールーム保育ママ）
1,179,680

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について【２月分】（ぬくもりのおうち保育ママ）
506,200

北区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　３月分の支出について
1,145,950

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る報償金の支払について（２月分）
274,310

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
6,555
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北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
9,975

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
6,240

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,000

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用平成２５年度障がい者福祉担当職員研修にかかる出張旅費の支出について（１０月分・２月分）
620

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
23,440

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,540

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
154,456

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年２月請求分）
158,215

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度重度障がい者医療費助成事業用医療費（食事・生活療養費）の支給決定及び支出について（平成２６年２月請求分）
660,790

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,190

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,620

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,145

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年２月請求分）
491,967

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる１・２月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
3,280

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
17,814

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（２月分）の支出について
243,910

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１６１７～１６２２）
48,340

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１５９２～１５９４）
23,787

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（No.１６４２～１６４５）
47,108

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１５９５～１５９９）
9,720

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.１６２３～１６２４）
1,740

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（No．１６４２～１６４５）
814,090

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 結核患者コホート検討会（第３回）にかかる報償金の支払について
22,720

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
800

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
750

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
260

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
10,800

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
3,120

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用精神保健事業にかかる出張旅費の支出について（２月分）
580

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 献血推進事業用　パネルー１外５点買入経費の支出について
50,110

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
41,769

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
143,850

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
650

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
58,612

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
14,650

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,600

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
9,625

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
560

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
400

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年２月請求分）
493,807

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
68,080

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,690

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
935

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年２月請求分）
88,085

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
11,550

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
9,655

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（２月分）
15,155

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
27,370
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北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（介護保険チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
77,635

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用成年後見市長審判請求事務（高齢）にかかる出張旅費の支出について（２月分）
460

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ事務用包括的支援事業等関連業務担当者会開催にかかる出張旅費の支出について（２月分）
400

北区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,385

都島区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（１月分）
2,953

都島区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度新聞未購読世帯への都島区広報紙配付業務にかかる経費の支出について（２月分）
74,155

都島区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所吸収冷温水機コントロールモータ取替工事費用の支出について
157,500

都島区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,980

都島区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所屋外用コンセント設置工事費用の支出について
70,350

都島区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,800

都島区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用大判プリンター用インクタンク外9点の購入経費の支出について
140,427

都島区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画事務用クリヤ―ブック外3点の購入経費の支出について
41,895

都島区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査にかかる調査員に対する報償金の支出について
401,530

都島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 プレハブ事務所撤去工事費用の支出について
26,250

都島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 おもいやり庁舎プラン事業用音声案内装置の購入経費の支出について
390,600

都島区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
264

都島区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
800

都島区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
8,310

都島区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,300

都島区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度都島区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（３月分）
573,300

都島区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 花づくり広場散水栓設置及び盛土補強工事費用の支出について（追加分含む）
833,785

都島区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度都島区役所広報紙新聞折込広告業務にかかる経費の支出について（３月号）
657,342

都島区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモートコントロールシステムにかかる使用料の支出について（2月分）
1,050

都島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（２月分）
9,573

都島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル維持管理用清掃業務委託料の支出について（２月分）
65,578

都島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（２月分）
3,969

都島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（２月分）
4,155

都島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用清掃業務委託料の支出について（２月分）
361,200

都島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（２月分）
33,600

都島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生活支援担当事務用コピー機付属機器使用料の支出について（２月分）
2,100

都島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（２月分）
9,660

都島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（２月分）
10,920

都島区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（２月分）
20,899

都島区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（２月分）
310,801

都島区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用ネットワークサービス費用の支出について（２月分）
6,720

都島区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（２月分）
6,300

都島区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル管理業務委託料の支出について（２月分）
380,878

都島区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用ネットワークサービス費用の支出について（２月分）
525

都島区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（２月分）
504

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用覗き見防止フィルター外４点の購入経費の支出について
18,658

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（２月分）
13,495

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（２月分）
36,255

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（２月分）
18,060

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（２月分）
12,062

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用受水槽・汚水槽及び雑排水槽清掃等業務委託料の支出について（３月分）
84,000

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報パソコンリモートコントロールシステム用情報端末借入費用の支出について（２月分）
4,203

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 窓口案内用タブレット端末のレンタルにかかる使用料の支出について（平成26年2月分）
4,210

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 総務課事務用覗き見防止フィルター外４点の購入経費の支出について
80,304
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都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,500

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（２月分）
2,681

都島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
38,642

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 都島区情報発信充実強化事業受託者選定委員にかかる報償金の支出について
49,795

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
42,599

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度大阪市都島センタービル病院局立替費用（消耗品費追加分）の支出について
23,102

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画事務用延長コード外13点の購入経費の支出について
52,395

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度大阪市都島センタービル病院局立替費用（消耗品費・建物修繕料・一般廃棄物処理手数料）の支出について
15,912

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画事務用文章校正支援ソフトウェア外３点の買入経費の支出について
102,427

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平成25年度大阪市都島センタービル病院局立替費用（消耗品費・建物修繕料・一般廃棄物処理手数料）の支出について
150,001

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成26年2月分）
4,585

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,300

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（２月分）
20,436

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
17,340

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
100,880

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
10,680

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成25年度大阪市都島センタービル病院局立替費用（消耗品費・建物修繕料・一般廃棄物処理手数料）の支出について
44,888

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市都島センタービル統括管理業務費・事務費の支払について
685,582

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 花づくり広場フェンス、倉庫移設業務費用の支出について
819,000

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 花づくり広場ビニールハウス移設工事委託経費の支出について
500,850

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所廃棄物選別・搬出及び再資源化処理業務委託費用の支出について
57,750

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
970

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
4,800

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,782

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
24,750

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
2,100

都島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
1,120

都島区役所 市民協働課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業用防草アグリシート他１点の購入経費の支出について
21,000

都島区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 収容避難所配備用ガス式発電機ほか2点購入経費の支出について
374,850

都島区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 収容避難所配備用ガス式発電機ほか2点購入経費の支出について
1,213,800

都島区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,574

都島区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,000

都島区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課区まちづくり推進事務用　蛍光マーカーほか２２点の購入経費の支出について
12,474

都島区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域と区役所の防災力向上事業用アルファ米購入経費の支出について
250,950

都島区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課区まちづくり推進事務用　蛍光マーカーほか２２点の購入経費の支出について
15,480

都島区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課区まちづくり推進事務用　蛍光マーカーほか２２点の購入経費の支出について
3,878

都島区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課区まちづくり推進事務用　蛍光マーカーほか２２点の購入経費の支出について
9,843

都島区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課区まちづくり推進事務用　蛍光マーカーほか２２点の購入経費の支出について
17,529

都島区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区における早朝の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（2月分）
189,000

都島区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 市民協働課区まちづくり推進事務用　蛍光マーカーほか２２点の購入経費の支出について
134,521

都島区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用のぼりほか2点購入経費の支出について
70,854

都島区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 みやこじま駐輪場マップ・京橋駅駐輪場マップの作成経費の支出について
43,050

都島区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 共助力向上事業用防災啓発DVD作成委託料の支出について
262,500

都島区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（平成25年10月～平成26年3月分）
120,000

都島区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
1,948

都島区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
2,910

都島区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立都島区民センター管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（平成25年度第３四半期分）
6,400,514

都島区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度都島区市民企画公募事業における講師謝礼金の支払いについて（内代小）
14,200
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都島区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度都島区市民企画公募事業における講師謝礼金の支払いについて（東都島小）
11,400

都島区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区内一斉落書き消去活動事業用保護メガネほか７点の購入経費の支出について
57,225

都島区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度ICTグローバル人材育成事業第3回Web交流にかかる通訳ボランティア交通費の支出について
460

都島区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市都島区地域振興活動補助金の交付について（内代連合振興町会　研修会）
125,680

都島区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課区まちづくり推進事務用　写真光沢紙ほか９点の購入経費の支出について
56,448

都島区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課区まちづくり推進事務用　写真光沢紙ほか９点の購入経費の支出について
9,076

都島区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課区まちづくり推進事務用　写真光沢紙ほか９点の購入経費の支出について
6,721

都島区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課区まちづくり推進事務用　写真光沢紙ほか９点の購入経費の支出について
535

都島区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課区まちづくり推進事務用　写真光沢紙ほか９点の購入経費の支出について
300

都島区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度都島区市民企画公募事業における講師謝礼金の支払いについて（教育資金学習会）
20,000

都島区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー用アジャスター機能付ベストほか1点購入経費の支出について
218,610

都島区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントを通じたコミュニティ育成事業受託者選定委員会にかかる謝礼の支出について（３月４日開催分）
48,595

都島区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
3,000

都島区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
700

都島区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（2月分）
5,615

都島区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第11回生涯学習フェスティバル手話通訳者派遣にかかる経費の支出について
3,000

都島区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市都島区地域振興活動補助金の支出について（友渕連合振興町会、内代連合振興町会）
352,332

都島区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域と区役所の防災力向上事業用大判プリンタインクカートリッジ購入経費の支出について
33,537

都島区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域と区役所の防災力向上事業用大判プリンタインクカートリッジ購入経費の支出について
19,005

都島区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用民芸紙外４点の購入経費の支出について
30,471

都島区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 都島区民センターにおける消火器買入経費の支出について
34,431

都島区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用ライン引き外１点の購入経費の支出について
28,224

都島区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 都島区人権講演会における手話通訳派遣にかかる経費の支出について
15,200

都島区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ICTグローバル人材育成事業（第3回Web交流）にかかるパソコン等機器一式レンタル経費の支出について
29,610

都島区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島区民センターにおける消火器買入経費の支出について
18,216

都島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「都島区人権講演会」にかかるパネリスト謝礼金の支払いについて
22,800

都島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「都島区人権講演会」にかかるコーディネーター謝礼金および交通費の支払いについて
12,480

都島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（2月分）
24,000

都島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金（平成26年2月分）の支出について
20,840

都島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 都島区人権講演会における英語通訳派遣にかかる経費の支出について
26,250

都島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 援護法に基づく特別給付金国庫債券受領にかかる出張旅費の支出について（1月31日及び2月24日分）
1,200

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２６年３月分）
50,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２６年３月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金3月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金3月分の支出について（退職医療分）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
1,359,998

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
12,100

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）トナーカートリッジ　外1点　買入の支出について
11,973

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）トナーカートリッジ　外1点　買入の支出について
56,940

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）トナーカートリッジ　外1点　買入の支出について
56,940

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料（１月分）の支出について
2,664,900

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用レジ用テックロールペーパー外4点の購入経費の支出について
199,668

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出併合　3月）
47,272

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出併合　3月）
4,634

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用電子証明プリンタトナーの購入経費の支出について
11,751

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
374,809

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料（２月分）の支出について
2,664,900

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
700,000



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
179,364

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
4,820

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（2月分）
15,289

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
323,007

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
800

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
757,609

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
36,190

都島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
51,836

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
65,260

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
10,938

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
43,826

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
50,552

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
15,244

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
28,840

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
20,394

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
8,343

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
49,038

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
10,815

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
15,244

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
17,201

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
354,659

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
69,319

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
54,432

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
60,480

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
29,293

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
15,295

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
3,605

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用３月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（通常保育用３月分）の支出について
43,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所にかかる消耗品費（３月分）の支出について
43,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
3,244

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
31,703

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
19,065

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
19,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
148,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
28,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用カラー用紙外4点の購入経費の支出について
7,276

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（１月分）
61,140

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
16,480

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
5,760

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
54,487

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
30,323

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
25,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出（ストマ）について（代理受領方式）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
11,537

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出（紙おむつ）について（代理受領方式）
26,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
11,800



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
235,870

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
12,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
38,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
10,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
250

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度　都島区自立支援協議会主催講演会における手話通訳の実施及び同経費の支出について
19,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
35,303

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（処分費用）の支出について
60,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越・処分費用）の支出について
226,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
990

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
2,805

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１・２月分）の支出について
73,574

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
6,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
8,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
13,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２・１月分）の支出について
4,662

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
6,090

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
17,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
29,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
41,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１～１月分）の支出について
54,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１・１２月）の支出について
18,185

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代１０・１月分）の支出について
940

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２～２月分）の支出について
116,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
4,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
7,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２・１月分）の支出について
21,378

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
25,085

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助金（住宅維持費）の支出について
81,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具・住宅改修費）の支出について
14,051

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
2,226

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１月分）の支出について
5,250

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
4,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１２月分）の支出について
4,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費１月分）の支出について
1,420

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費１２月分）の支出について
1,420

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
1,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１１月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬１２月分）の支出について
44,020

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費１２月分）の支出について
1,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料２月分）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬１月分）の支出について
72,420
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都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
4,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
2,358,930

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
165,103

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
208,981

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
818,637

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
183,448

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
70,730

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出（ストマ）について（代理受領方式）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 「保健福祉課（運営・地域活動）職員市内出張交通費の支出について（１月分）
2,660

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 「保健福祉課（運営・地域活動）職員市内出張交通費の支出について（９月分）
240

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用コピー用紙外14点の購入経費の支出について
2,667

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用コピー用紙外14点の購入経費の支出について
29,778

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用コピー用紙外14点の購入経費の支出について
11,298

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用コピー用紙外14点の購入経費の支出について
3,129

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用コピー用紙外14点の購入経費の支出について
15,120

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業にかかる扶助金の支出について(第8号)
270,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業にかかる扶助金の支出について(第7号)
270,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱にかかる葬儀委託料の支出について
132,108

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 各種保健事業実施関係費（BCG医師）２月分報償金
48,540

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用コピー用紙外14点の購入経費の支出について
2,751

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用コピー用紙外14点の購入経費の支出について
4,095

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 「保健福祉課（運営・地域活動）職員市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,380

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 平成25年度都島区地域自立支援協議会主催講演会における講師謝礼の支出について
11,480

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
8,640

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,180

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 「保健福祉課（運営・地域活動）職員市内出張交通費の支出について（１２月分）
840

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 「保健福祉課（運営・地域活動）職員市内出張交通費の支出について（１２月分）
680

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 「保健福祉課（運営・地域活動）職員市内出張交通費の支出について（１２月分）
240

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所にかかる賄材料費（３月分）の支出について
692,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立御幸保育所にかかる賄材料費（３月分）の支出について
716,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用デジタルスケール外１０点の経費の支出について
17,031

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
11,821

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 臨床心理士による福祉相談事業「子育て支援室　発達障がい研修会」に関わる講師謝礼の支出について
23,260

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,504

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用ゴム印7点の購入経費の支出について
3,454

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
86,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
15,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
56,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
36,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
54,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱にかかる葬儀委託料の支出について
139,458

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
86,363

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費２月分）の支出について
9,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
52,450
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都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
4,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
40,039

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費１月分）の支出について
14,909

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費２・３月分）の支出について
58,749

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
13,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費２月分）の支出について
77,848

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食２月分）の支出について
14,909

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費２月分）の支出について
14,909

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
70,512

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
18,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
217

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
84,779

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
63,963

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
143,221

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
58,297

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,128

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
98,126

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
423,780

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）２月分の支出について
38,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）２月分の支出について
436,860

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
378

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度成年後見人報酬助成金の支出について
324,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１～２月分）の支出について
98,520

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
5,460

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具・住宅改修費）の支出について
37,591

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
3,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１・２月分）の支出について
7,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月～３月分）の支出について
77,150

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１・２月分）の支出について
35,450

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（2月分）
50,440

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（9月分）の支出について（追加分）
340

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（10月分）の支出について（追加分）
420

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について（追加分）
1,260

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（7月分）の支出について（追加分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
8,647

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
21,832

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
23,958

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
19,950
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都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
20,856

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
19,760

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
23,830

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年４月分）
23,827,832

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年４月分）
11,488,681

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年４月分）
203,890

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（２月分）
30,570

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費等の支出について（平成26年2月分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度　民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,010,075

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
3,610

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
3,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
1,242,640

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
141,460

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
30,323

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
31,775

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
54,487

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
250,984

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
134,322

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
189,478

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
124,032

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
54,487

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
11,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,530

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
23,520

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
14,150

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
358,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 オフィス用紙カラーの購入経費の支出について
5,733

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度　民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
967,575

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 乳幼児医療助成事業にかかる医療費の支出について
154,617

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
88,170

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ外10点の購入経費の支出について
123,748

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
125,237
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都島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
125,237

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる障がい福祉サービス等給付費の支出について
3,045

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる障がい福祉サービス等給付費の支出について
3,578

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 「がん検診・特定健診のお知らせ」のデザイン編集作成の支出について
54,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（２月分）
10,540

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（グループワーク）に係る講師料の支出について（２月分）
8,840

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業に係る講師料の支出について（２月分）
9,020

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
1,460

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
540

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 「保健福祉課（運営・地域活動）職員市内出張交通費の支出について（２月分）
3,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・地域活動）職員市内出張交通費の支出について（１月分）
1,850

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（2月分）
22,282

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
6,340

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
320

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
2,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（2月分）
2,319

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（2月分）
8,405

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
2,560

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
26,580

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
112,065

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
3,040

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
54,432

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
42,024

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
97,098

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
61,285

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
157,178

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
97,098

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
20,188

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
52,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
57,789

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
56,032

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
70,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
14,834

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
30,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
11,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
21,650

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
68,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
17,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,050



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,580

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
23,933

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
22,368

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,640

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
23,121

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,020

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
45,760

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
19,854

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
23,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
7,540

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
45,760

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,605

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,360

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
4,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業にかかる扶助金の支出について(第9号)
270,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
1,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
11,380

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（２月分）
23,768

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
286,076

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
17,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
284

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
14,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
12,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２～２月分）の支出について
78,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
38,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
8,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２・３月分）の支出について
95,850

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代３月分）の支出について
2,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
11,915

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
18,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
41,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
25,688

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
2,660

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
1,890

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
7,416

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
64,826
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都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料３月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代３月分）の支出について
7,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費２月分）の支出について
1,420

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検診料２・３月分）の支出について
26,990

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
54,023

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
25,956

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
14,111

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代３月分）の支出について
8,250

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
20,703

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
33,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１月分）の支出について
3,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
45,250

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
207,970

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 「保健福祉課（運営・地域活動）職員市内出張交通費の支出について（２月分）
1,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
360

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
620

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
160

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
160

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 「保健福祉課（運営・地域活動）職員市内出張交通費の支出について（２月分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
4,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
5,960

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
800

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
43,270

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
168,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
5,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
12,610

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
490

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
7,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
63,295

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（きらきらBaby都島園　2月分）
989,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（桜の宮ベビーセンター　2月分）
1,156,550

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママ　きらきらBaby都島北通園　2月分）
1,056,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
53,258

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（２月分）
19,450

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
12,670

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
70,980

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（2月分）
4,402

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用ゴム印の購入経費の支出について
1,722

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
2,490

都島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,520

福島区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
6,460

福島区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
105

福島区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成26年2月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
551

福島区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 平成26年2月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
4,050
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福島区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
2,900

福島区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分（4回目）　小口支払基金繰入金の支出について
9,373

福島区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 平成26年2月分（4回目）　小口支払基金繰入金の支出について
4,512

福島区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 平成26年2月分（4回目）　小口支払基金繰入金の支出について
5,565

福島区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分（5回目）　小口支払基金繰入金の支出について
1,180

福島区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分（5回目）　小口支払基金繰入金の支出について
1,409

福島区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年2月分（5回目）　小口支払基金繰入金の支出について
5,000

福島区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年3月分　小口支払基金繰入金の支出について
1,662

福島区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年3月分　小口支払基金繰入金の支出について
16,000

福島区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 サイクロン式掃除機 外１点の購入経費の支出について
91,350

福島区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 広報用ＤＶＤレコーダーの購入経費の支出について
72,975

福島区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る謝礼金の支出について（平成26年2月追加分）
22,000

福島区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る謝礼金の支出について（平成26年2月分）
38,000

福島区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特別支援サポート事業に係る謝礼金の支出について（平成26年2月分）
43,000

福島区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特別支援サポート事業に係る謝礼金の支出について（平成26年2月追加分）
32,000

福島区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（ワイヤレスハンドマイク　外１点）
42,315

福島区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（ロッカー）
99,540

福島区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　福島区役所5階 テレビ線配線業務委託経費の支出について
118,650

福島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年3月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
575

福島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平成26年3月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
20,000

福島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙「広報ふくしま」デザインコンペ審査にかかる審査員の交通費の支出について
920

福島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年3月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
2,600

福島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年3月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
500

福島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）（3月号分)
174,825

福島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 平成26年3月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
7,160

福島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 平成26年3月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
2,830

福島区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 平成26年3月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
15,502

福島区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特別支援サポート事業に係る謝礼金の支出について（平成26年2月大開小学校追加分）
13,000

福島区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る謝礼金の支出について（平成26年2月大開小学校追加分）
6,000

福島区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）（３月号分）
490,407

福島区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年2月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
24,465

福島区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年2月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,499

福島区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年2月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
8,820

福島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報紙用等ＰＤＦソフト外１５点の購入経費の支出について
57,540

福島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報紙用等ＰＤＦソフト外１５点の購入経費の支出について
31,718

福島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報紙用等ＰＤＦソフト外１５点の購入経費の支出について
832

福島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分　区役所事業用コピー代金の支出について
94,050

福島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　中央監視設備ＵＰＳバッテリーの交換委託経費の支出について
493,500

福島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年2月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について
35,280

福島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年2月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
3,024

福島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年2月分　庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について
56,700

福島区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務にかかる消耗品の購入経費の支出について
25,725

福島区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 パソコンソフト　外1点の購入経費の支出について
69,720

福島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分　区役所事業用コピー代金の支出について
12,845

福島区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
2,986

福島区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年3月分（4回目）　小口支払基金繰入金の支出について
567

福島区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 平成26年3月分（4回目）　小口支払基金繰入金の支出について
4,816

福島区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 平成26年3月分（4回目）　小口支払基金繰入金の支出について
1,260
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福島区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年2月分　総務課用市内出張交通費の支出について
9,930

福島区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴用住宅地図外１点の購入経費の支出について
29,190

福島区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（ツイン蛍光灯　外１点）
23,310

福島区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（トナー回収ボトル　外３点）
27,510

福島区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 福島区役所1階 窓口案内表示交換設置工事経費の支出について
220,500

福島区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年2月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
462,000

福島区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年2月分　福島区窓口案内業務委託経費の支出について
156,068

福島区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 旅費　普通旅費 平成26年2月分　総務課用市内出張交通費の支出について
1,350

福島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 アクリル板の購入経費の支出について
12,390

福島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
14,975

福島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
20,436

福島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分　窓口サービス課・総務課用後納郵便料金の支出について
81,230

福島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター用郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
8,265

福島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成25年工業統計調査にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
800

福島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
2,360

福島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
3,710

福島区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 大阪市長選挙にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
6,780

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（３月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支払準備金の支出について（３月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）３月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）３月分の支出について
20,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（2月分2回目･口座払）
22,907

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ホワイトボードの購入及び同経費の支出について
5,741

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（2月分3回目･口座払）
480,951

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（2月分2回目・口座払）
300,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(2月分1回目・口座払)
488,071

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課保険年金担当事務室移転に伴う事務室内物品の移転業務委託経費の支出について
175,691

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
640

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当における市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
350

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
320

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
663,264

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所窓口サービス課保険年金担当事務室移転に伴う、国民健康保険等システム端末機器等の移設整備業務委託経費の支出について
308,700

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成26年2月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
7,430

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 書類搬送設備保守点検管理料（第３回目）の支出について
26,670

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 書類搬送設備保守点検管理料（第１回目）の支出について
26,670

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 書類搬送設備保守点検管理料（第２回目）の支出について
26,670

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リサイクルトナー外３１点の購入及び同経費の支出について
34,628

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リサイクルトナー外３１点の購入及び同経費の支出について
8,820

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リサイクルトナー外３１点の購入及び同経費の支出について
820

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成26年3月分　小口支払基金繰入金の支出について
17,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（3月分1回目･口座払）
438,226

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（3月分1回目・口座払）
350,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年度2月分）
2,010

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年度2月分）
73,160

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年度2月分）
491,875

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年度2月分）
56,834

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療保険事務用後納郵便経費の支出について（平成26年2月分）
1,425

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年度2月分）
18,554
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福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療保険事務用後納郵便経費の支出について（平成26年2月分）
5,900

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）業務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
2,050

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所窓口サービス課保険年金担当事務室移転に伴う、保険者レセプト管理システム端末等の移設整備業務委託経費の支出について
431,550

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験業務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
420

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用カラー用紙外３４点の購入及び同経費の支出について
4,578

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用カラー用紙外３４点の購入及び同経費の支出について
12,463

福島区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用カラー用紙外３４点の購入及び同経費の支出について
23,268

福島区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分３回目）
2,996

福島区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分３回目）
398

福島区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分３回目）
1,750

福島区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　機械器具費 高機能普通充電設備（ＥＶパワーステーション）の購入経費に支出について
987,000

福島区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度福島区成人の日記念のつどいに係る手話通訳報償金の支出について
21,000

福島区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 要援護者に配慮した避難用アルミ折りたたみリヤカー購入経費の支出について
1,113,000

福島区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　新規工事費 高機能普通充電設備（ＥＶパワーステーション）の設置工事経費の支出について
612,360

福島区役所 市民協働課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（2月分）
1,988

福島区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度福島区成人の日記念のつどいに係る司会報償金の支出について
24,000

福島区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分４回目）
5,229

福島区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
48,000

福島区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発推進員福島区連絡会研修会に係る交通費の支出について
21,840

福島区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２６年２月分)
8,660

福島区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区地域防災リーダー装備品購入の支払について
12,600

福島区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品購入の支払について
63,000

福島区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 吉野連合振興町会防災マップ作成の支払について
136,500

福島区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（10月～3月分）
124,800

福島区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分２回目）
2,614

福島区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分３回目）
400

福島区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分３回目）
5,000

福島区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 区役所附設会館指定管理予定者選定委員会（Ａ部会）にかかる報償金の支出について（第１～３回分）
251,475

福島区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　新規工事費 高機能普通充電設備（ＥＶパワーステーション）の移設工事経費の支出について
430,500

福島区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 海老江西連合振興町会防災マップ作成の支払について
124,320

福島区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用消耗品の購入経費の支出について
22,575

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（2月分）
18,000

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分５回目）
4,823

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分５回目）
19,950

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生涯学習ルーム・生涯学習関連施設案内パンフレット作成にかかる経費の支出について
47,250

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（3月分）
1,698

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
3,240

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
8,270

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分５回目）
9,840

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（2月分）
3,600

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
1,760

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
720

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（2月分）
5,920

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業にかかる福島区人権啓発講演会委託経費の支出について
203,620

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
480

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 青色防犯パトロール車装備品の購入経費の支出について
14,700

福島区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　機械器具費 青色防犯パトロール車装備品の購入経費の支出について
258,300

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康づくり推進事業用手洗いチェッカーセット購入経費の支出について
30,450



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,902

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年２月分ＢＣＧ医師報償金の支出について
24,270

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用3月分）の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（きららえびえ）1月分
949,310

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（育　福島東園）1月分
1,125,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（Baby-bee）1月分
541,050

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（はぐくみ）1月分
1,096,550

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費（通常保育用3月分）の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（通常保育用3月分）の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１１月分）
4,567

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
20,150

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月２９日～２月１日分）
2,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居費用の支出について
57,750

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる教材代および給食費の支出について（１月分）
4,480

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
33,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,150

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
13,081

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年１月分）
540

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
43,826

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年１月分）
6,030

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年１月分）
240

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護本人確認カード業務にかかるプリンタインクカートリッジの購入経費の支出について
10,290

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 こども家庭支援員活動費の支出について（第3四半期分）
1,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 地域ふれあい用事務用品購入経費の支出について
7,255

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ふくしま暮らし支え合いシステム事業委託事業者選定会議にかかる報償金の支出について
85,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課用ベビーサークル購入経費の支出について
24,675

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
5,922

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
28,428

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,160

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬祭にかかる委託料の支出について
165,008

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬祭にかかる委託料の支出について
166,408

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
12,490

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
12,760

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年２月分ハッピーママプレママ応援計画の推進事業にかかる報償金の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,042
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福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,837

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
49,038

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
30,950

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるオムツ代の支出について（１月分）
8,116

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる福祉用具購入代金の自己負担金の支出について
1,292

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,250

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,250

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
1,050

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,591

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,706

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
549,412

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（１月～２月分）
36,440

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
7,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
20,700

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材費の支出について（２月分）
24,090

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
4,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
25,772

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,150

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
54,435

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,775

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる非指定医療機関診療報酬の支出について
25,450

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
42,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
188,100

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年2月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
335,840

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
92,616

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
407,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
14,349

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
6,540

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
129,850

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,100

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
701

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
20,672

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
576

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,900

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼２月分の支出について
43,260

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償金（第４四半期）の支出について
730,100

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　重度障がい者医療費療養費３月支給分の支出について
387,619

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　一部負担金相当額等一負助成費３月支給分の支出について
23,666

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成26年2月分の支出について
28,460

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用近接地内出張旅費平成26年1月分の支出について
1,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償金（第４四半期）の支出について
683,850

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費３月支給分の支出について
227,245

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,780



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報
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福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,265

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
136,430

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
171,880

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,650

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
76,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品の購入経費の支出について
11,518

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる妊娠検査料の支出について（１２月分）
10,016

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立野田保育所賄材料費（３月分）の支出について
622,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立海老江保育所賄材料費（３月分）の支出について
847,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２５年度身体・知的障がい者相談員にかかる報酬の支払いについて（１０月～３月分）
22,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２５年度身体・知的障がい者相談員にかかる報酬の支払いについて（１０月～３月分）
45,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　重度障がい者医療費療養費３月支給分の支出について（その２）
321,892

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
151,286

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　一部負担金相当額等一負助成費３月支給分の支出について（その２）
55,024

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
4,817,641

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
2,738,603

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
61,080

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 がん検診事業及び健康情報発信事業用がん検診及び健康教室啓発ビラ印刷経費の支出について
27,550

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費３月支給分の支出について（その２）
88,430

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　ひとり親家庭医療費療養費３月支給分の支出について
3,555

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康講座用及び健康情報発信事業用リーフレット印刷製本費の支出について
57,750

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 がん検診事業及び健康情報発信事業用がん検診及び健康教室啓発ビラ印刷経費の支出について
10,250

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健センター事業用業務案内チラシの印刷製本費の支出について
13,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年２月分）
400

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年２月分）
1,350

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年２月分）
5,020

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年２月分）
540

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる非指定医療機関診療報酬の支出について
359,380

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年３月分ＢＣＧ医師報償金の支出について
24,270

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用、食育推進連絡調整会議用、保健栄養指導事業用食育媒体購入経費の支出について
20,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用、食育推進連絡調整会議用、保健栄養指導事業用食育媒体購入経費の支出について
2,811

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用、食育推進連絡調整会議用、保健栄養指導事業用食育媒体購入経費の支出について
30,739

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 保健センター事業用業務案内チラシの印刷製本費の支出について
3,380

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険高齢者福祉担当事務用消耗品費（プリンターカートリッジ他12点）購入経費の支出について
20,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険高齢者福祉担当事務用消耗品費（プリンターカートリッジ他12点）購入経費の支出について
4,452

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険高齢者福祉担当事務用消耗品費（プリンターカートリッジ他12点）購入経費の支出について
3,150

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年３月分ハッピーママプレママ応援計画の推進事業にかかる報償金の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年２月分
1,360

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成26年２月分
8,760

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年２月分
31,580

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年２月分
960

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年２月分
510

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年２月分
3,410

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
91,970

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
20,150
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福島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居費用の支出について
67,095

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 がん検診事業用広報ふくしま3月号訂正版印刷製本費の支出について
69,825

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
18,430

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年2月分保健センター事業用等市内出張交通費の支出について
3,370

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年1月分保健センター事業用等市内出張交通費の支出について（追加分）
740

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
5,130

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
1,440

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
320

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,170

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,540

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
6,350

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
21,170

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,970

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
49,038

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
18,540

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用及び高齢者虐待対応、成年後見市長申立にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年６、７、８、11月及び平成26年１、２月分）
1,640

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,536

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
160

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
480

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品（トナー外３点）の購入経費の支出について
283

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品（トナー外３点）の購入経費の支出について
18,270

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる料金後納郵便代金の支出について（２月分）
121,501

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
6,063

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２・１月分）
41,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるオムツ代の支出について（１月分）
3,470

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月・１月分）
39,060

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
8,840

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２・１月分）
41,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月・２月分）
19,570

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（３月分）
2,821

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
3,820

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（１月・２月分）
8,364

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる診察料・検診料の支出について
24,450

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について（１月分）
5,250

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
40,582

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
170,550

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
960

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
1,280

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
80

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
540

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
14,530

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
4,650

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
86,350
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福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
3,340

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
46,258

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
9,160

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
12,554

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
880

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（育　福島東園）2月分
1,125,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の変更について（はぐくみ）2月分
1,096,550

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（Baby-bee）2月分
784,410

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（きららえびえ）2月分
1,022,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
3,940

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,170

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
30,485

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年2月分）
15,620

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
3,350

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用及び高齢者虐待対応、成年後見市長申立にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年６、７、８、11月及び平成26年１、２月分）
9,050

福島区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成26年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
560

此花区役所 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区広報紙等の有効活用による情報発信事業に伴う消耗品購入経費の支出について
43,984

此花区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政への区民の声反映システム事業にかかる物品購入経費の支出について
25,929

此花区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政への区民の声反映システム事業にかかる物品購入経費の支出について
16,170

此花区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金　平成２６年２月分の支出について（払込書１通）
422,524

此花区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用　シュレッダー外１点購入費の支出について
24,150

此花区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務委託料（平成26年1月号）の支出について
383,566

此花区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政への区民の声反映システム事業にかかる物品購入経費の支出について
9,450

此花区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
264,647

此花区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分　８２～８６）
6,223

此花区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 不祥事根絶につながる取組み充実にかかる物品の購入費用の支出について
72,082

此花区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分　８２～８６）
13,170

此花区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用　蛍光管の購入経費の支出について
52,500

此花区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成25年工業統計調査　調査票等提出にかかる出張旅費の支出について（平成25年3月分）
400

此花区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷経費の支出について（平成26年3月号）
322,649

此花区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について　２月分
767,643

此花区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について　２月分
6,447

此花区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　１２月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
40,080

此花区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　１月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
34,650

此花区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 職場人権問題研修にかかる物品の購入費用の支出について
10,321

此花区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度区長職員表彰に係る物品の購入費用の支出について
3,234

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
131,273

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金　平成２６年３月分の支出について（払込書１通）
439,068

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区役所　栄養指導室換気扇ほか１か所修繕工事にかかる経費の支出ついて
47,355

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 1階待合スペース照明取付工事にかかる経費の支出について
134,750

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月料金受取人払い分）
5,250

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 モバイル通信利用料（平成26年2月分）の支出について
4,585

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 此花区広報事業用「メール便」利用経費（平成26年3月分）の支出について
3,440

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
1,740

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金　平成２６年３月分の支出について（払込書１通）
20,499

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査事務用）の支出について（平成26年2月分）
6,080

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
48,800

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所窓口案内従事者派遣にかかる経費の支出について（２月分）
145,180
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此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
2,028

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　産業廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
4,583

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務委託料の支出について（２月分）
4,305

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務委託料（平成26年2月号）の支出について
467,824

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器　一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
49,915

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査事務用）の支出について（平成26年2月分）
400

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・常時啓発・市長選挙）の支出について（平成26年２月分）
1,340

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・常時啓発・市長選挙）の支出について（平成26年２月分）
4,480

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙用　庁内ＰＣ用トナーの購入経費の支出について
33,705

此花区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・常時啓発・市長選挙）の支出について（平成26年２月分）
12,240

此花区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 環境学習にかかる機器製作委託における公募型企画提案審査委員会報酬経費の支出について
64,020

此花区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 まちづくり担い手育成事業にかかる地域活動担い手育成セミナー（第４回）報償金経費の支出について
11,520

此花区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働推進型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」にかかる立体看板購入経費の支出について
126,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「エンターテイメントクラブ」報償金の支出について（１月分）
28,400

此花区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる中学校国際クラブ報償金経費の支出について（平成２５年１１月分他）
30,660

此花区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（１月分）
10,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会にかかる報償金経費の支出について
35,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 街頭犯罪等防止啓発事業にかかるランドセルカバー等購入経費の支出について
184,590

此花区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑のまちづくり支援事業にかかる消耗品購入経費の支出について（フォト半光沢紙）
11,340

此花区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 「此花区生涯学習計画」推進事業にかかる物品賃貸借経費の支出について（クリップライト他）
35,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる生活指導アドバイザー報償金の支出について（１２月分）
15,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる親子向け講座開催周知用ビラ作成経費の支出について
46,200

此花区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 此花区防犯抑止事業にかかる自転車かごカバー購入経費の支出について
183,750

此花区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進員全体研修会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区生涯学習計画推進事業にかかる消耗品購入経費の支出について（サイネリア）
20,160

此花区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 市民協働推進型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」にかかる此花区駐輪場マップ制作経費の支出について
199,500

此花区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　７０～７５）
1,440

此花区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　７０～７５）
4,800

此花区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（下半期）
120,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「このはなアート白熱トーク２０１４」にかかる講師謝礼金の支出について
26,600

此花区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 お楽しみタイムにかかる報償金の支出について（2月分）
10,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 青少年推進会議部会にかかる講演会報償金の支出について
45,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花から世界へ発信ＭＫＢプロジェクト事業にかかる消耗品の購入について（厚口コート紙）
13,440

此花区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 津波避難ビル指定促進事業にかかる消耗品経費の支出について
414,750

此花区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「エンターテイメントクラブ」報償金の支出について（１０～１２月分）
14,200

此花区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 此花区民ホール照明器具改修工事経費の支出について
420,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小学校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（２月分）
10,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働推進型自転車利用適性化事業「Ｄｏ！プラン」にかかるカラーコーン等購入経費の支出について
15,400

此花区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業にかかるシリコンライト購入経費の支出について
11,151

此花区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成26年2月分）
6,579

此花区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる言語表現教育用消耗品購入経費の支出について（国語辞典）
106,470

此花区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区生涯学習計画推進事業にかかる消耗品購入経費の支出について（のぼり旗用スタンド）
36,750

此花区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業にかかる消耗物品購入経費の支出について
77,700

此花区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各事業用消耗物品購入経費の支出について
3,570

此花区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「此花から世界へ発信ＭＫＢプロジェクト」事業にかかるスキャナー等購入経費の支出について
43,291

此花区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはな区民学芸委員活動支援事業にかかる消耗品購入経費の支出について（パネルボード他）
23,698

此花区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各事業用消耗物品購入経費の支出について
14,416

此花区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区地域安全防犯事業にかかるゼンリン住宅地図購入経費の支出について
9,450
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此花区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各事業用消耗物品購入経費の支出について
746

此花区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 花と緑のまちづくり支援にかかるビニールハウス張替経費の支出について
112,140

此花区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 此花区防犯防止抑止事業にかかるチラシ購入経費の支出について
78,750

此花区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　７６～８３）
1,872

此花区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　７６～８３）
600

此花区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　７６～８３）
1,100

此花区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　７６～８３）
470

此花区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　７６～８３）
320

此花区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　７６～８３）
2,400

此花区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　７６～８３）
17,880

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 市民安全推進事業にかかるインクカートリッジ等購入経費の支出について
18,375

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　此花区コミュニティ育成事業業務委託先選定会議にかかる委員報酬経費の支出について
29,100

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（２月分）
158,560

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる英語教育実践講座報償金の支出について（２月分）
126,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「エンターテイメントクラブ」報償金の支出について（３月分）
14,200

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「エンターテイメントクラブ」報償金経費の支出について（戻入分）
12,751

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 次世代を担う子どもたちの地域参加促進事業にかかる折りたたみコンテナ購入経費の支出について
13,282

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民レクレーション事業にかかる消耗品購入経費の支出について（卓球ボール）
28,800

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはな環境創造プロジェクトにかかるチリトリ購入経費の支出について
62,055

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中学生等の防災意識向上支援事業にかかる消耗品の購入経費の支出について（感熱ロール紙他）
52,537

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策管理費事業にかかる消耗品購入経費の支出について（ホワイトボード用イレーザー他）
7,581

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはな環境創造プロジェクトにかかるトング購入経費の支出について
378,000

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「此花から世界へ発信ＭＫＢプロジェクト」事業にかかるけん玉購入経費の支出について
43,575

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
2,240

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
2,890

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
80

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
1,200

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
2,400

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
1,050

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
1,280

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区民ホール等にかかる一般廃棄物収集運搬・処分業務委託経費の支出について（平成２６年２月分）
727

此花区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区民ホール等にかかる一般廃棄物収集運搬・処分業務委託経費の支出について（平成２６年２月分）
272

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年3月分　葬祭費の前渡資金の支出について
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年3月分　出産育児一時金の前渡資金の支出について
1,260,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（３月分支払資金）の支出について
30,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（３月分支払資金）の支出について
20,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
35,647

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費・一般の支出について（平成26年2月分）
188,937

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 葬祭費の支出について（平成26年2月分）
200,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金の支出について（平成26年2月分）
527,130

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
176,602

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 コピー代金（１月分）の支出について
1,799

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー代金（１月分）の支出について
1,824

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 コピー代金（１月分）の支出について
5,500

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金の支出について（平成26年2月分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
460

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
1,790

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
2,800
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此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金の支出について（平成26年2月分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
16,161

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
156,832

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （窓口サービス課事務用）補充のり外２点の購入
5,512

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 窓口民営化にかかる消耗品の購入経費の支出について
13,860

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等用　布粘着テープ外３点の購入経費の支出について
13,807

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年3月分　葬祭費の支出について
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（２月分）の支出について
47,930

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 コピー代金（２月分）の支出について
3,117

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（２月分）の支出について
4,160

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（２月分）
400

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー代金（２月分）の支出について
2,078

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（２月分）の支出について
67,334

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（２月分）
800

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 コピー代金（２月分）の支出について
5,197

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（２月分）の支出について
226,012

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（２月分）の支出について
15,440

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（２月分）の支出について
110,262

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（２月分）
350

此花区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（２月分）の支出について
196,126

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
840

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長審判申立にかかる診断書料の支出について
3,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
56,700

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
4,913

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,080

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用３月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所消耗品費事業資金の支出について（平成26年3月分）
38,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費事業資金の支出について（平成26年3月分）
38,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　児童虐待防止事業等用　卓上紙折機の購入経費の支出について
43,890

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－１）
7,936

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－１）
3,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
473,292

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－１）
2,280

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－１）
8,574

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
54,487

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
69,078

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
417,431

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について
46,830

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度大阪市保育ママ事業における運営委託契約にかかる委託料の支出について（１月分）
547,280

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
49,038

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
58,640

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
5,553

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
54,487

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業（ストマ等）の支出について
182,505

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業（ストマ等）の支出について
42,200

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
31,160

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
67,200

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
128,194



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
58,002

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
142,244

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
70,960

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
26,300

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
641,820

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診報償金（１月分）口座振替不能に伴う再支出について
23,527

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
78,589

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
47,890

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年12月～平成26年2月分）
940

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年12月～平成26年2月分）
2,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年12月～平成26年2月分）
540

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
54,487

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
7,725

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
291,902

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
34,299

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
41,288

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について
56,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２６年２月６日支払分）口座不能による再支出について
4,321

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年12月～平成26年2月分）
8,980

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年12月～平成26年2月分）
240

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（平成25年12月～平成26年2月分）
400

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはないきいき長生きプラン事業用プロジェクター等の購入経費の支出について
57,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品（ゴム印）の購入経費の支出について
3,381

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
13,974

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
6,945

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費にかかる自転車購入経費の支出について
277,200

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
6,314

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
630

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
4,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,047

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,050

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,120

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,866

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
165,098

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
45,300

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活保護法施行事務用自転車パンク修理経費の支出について
800

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会用及び介護保険事務用プリンタートナーにかかる購入経費の支出について
63,945

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会用及び介護保険事務用プリンタートナーにかかる購入経費の支出について
21,315

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 地域包括支援センター運営協議会飲み物代の支出について
3,477

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課における児童相談プレイルームに使用するホットカーペットの購入経費の支出について
12,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 認知症講演会にかかる印刷経費の支出について
49,350

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２６年２月分）
24,270

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料にかかる報償金の支出について（２月分）
17,600

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる報償金の支出について（２月分）
9,860

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師料にかかる報償金の支出について（２月分）
10,700

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課 福祉業務にかかるプリンタトナーの購入経費の支出について
16,380

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成26年3月4日支払帳票作成分）の支出について
871,912
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此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
916,345

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２６年３月４日支払帳票作成分）の支出について
351,676

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２６年３月５日支払帳票作成分）の支出について
218,251

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課 福祉業務にかかるプリンタトナーの購入経費の支出について
4,095

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２６年３月４日支払帳票作成分）の支出について
39,122

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診報償金（２月分）の支出について
24,270

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６カ月児健診報償金（２月分）の支出について
85,410

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診報償金（２月分）の支出について
134,200

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦健診報償金（２月分）の支出について
30,570

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ウォーキング講座にかかる講師謝礼の支出について
9,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 このはないきいき長生きプラン食育講座にかかる講師料の支出について
14,720

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 このはないきいき長生きプラン食育講座にかかる講師料の支出について
16,340

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分ー１）
15,568

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康体操ガイドの作成にかかる印刷経費の支出について
108,150

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
49,038

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
215,527

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 ２月分市内出張交通費の支給について
6,090

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
95,075

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
88,130

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
57,750

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
613,177

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
7,430

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
10,374

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
148,039

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
34,490

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
45,600

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による診察料の支出について
25,068

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
449,130

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
7,972

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（償還払い）
52,900

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
111,240

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品費（総合福祉システムリサイクルトナー）の支出について
23,625

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品費（ゴム印）の支出について
10,206

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品費（庁内端末リサイクルトナー）の支出について
21,840

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
996

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見診断書作成費の支出について
5,250

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修費給付事業費の支出について
81,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費４月分資金前渡金の支出について
8,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費４月分資金前渡金の支出について
2,100,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費４月分資金前渡金の支出について
80,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費４月分資金前渡金の支出について
50,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立酉島保育所賄材料費の支出について（平成26年3月分）
639,750

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立高見町保育所賄材料費の支出について（平成26年3月分）
734,725

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見鑑定料の支出について
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
24,700

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
118,746
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此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期）の支出について
904,700

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
18,540

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
17,613

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
223,077

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について
31,950

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について
28,350

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について
35,130

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
47,250

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
146,994

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
92,168

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
359,880

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬の支出について
24,900

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
195,293

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
21,750

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
26,780

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による診療費等の支出について
7,350

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
859,915

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期）の支出について
858,450

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成25年　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見診断書作成費の支出について
5,250

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「このはな地域見守りタイ」事業用消耗品購入経費の支出について
50,298

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはないきいき長生きプラン等にかかる事務用品の購入経費の支出について
209,473

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 　このはないきいき長生きプラン健康ポイント事業用手袋の購入経費の支出について
99,960

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－２）
7,955

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはないきいき長生きプラン等にかかる事務用品の購入経費の支出について
2,598

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－２）
6,647

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
240

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,280

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について（交通証返送分）
27,890

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
26,555

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について（交通証返送分）
36,280

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
47,690

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
980

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
12,670

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見鑑定料の支出について
100,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
298,866

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
890

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,980

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料２月分の支出について
42,995

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料２月分の支出について
175,384

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
1,520

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
13,030

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について（交通証返送分）
7,270

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
5,690

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
50

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
1,360

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
11,430

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,790
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此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,380

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,690

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
250

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
680

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度大阪市保育ママ事業における運営委託経費にかかる委託料の支出について（2月分）
1,080,190

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度大阪市保育ママ事業における運営委託経費にかかる委託料の支出について（２月分）
700,130

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
55,680

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
390

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,270

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
12,970

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２５年５月分から平成２６年２月分）
4,070

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分　コピー代金（単価契約）の支出について
13,397

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（２月分）
51,545

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（２月分）
4,880

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－２）
646

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
3,040

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２５年５月分から平成２６年２月分）
1,660

此花区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（２月分）
3,200

中央区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区役所窓口サービス課用消耗品（住基カードプリンタ用中間フィルム）の購入並びに同経費の支出について
53,046

中央区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年工業統計調査用及び総務課事務用コピー代金の支出について（１月分）
6,511

中央区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１月分）
2,330,330

中央区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２５年工業統計調査用及び総務課事務用コピー代金の支出について（１月分）
4,710

中央区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１月分）
162,393

中央区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１月分）
56,837

中央区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー代金の支出について（１月分）
16,444

中央区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（１月分）
10,169

中央区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（運営）事務用コピー代金の支出について（１月分）
12,049

中央区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代金の支出について（１月分）
18,268

中央区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料（１月分）の支出について
3,675

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１月分）
20,250

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち２月分・内訳書決議番号57・132・134～137・226～228・332～334・337・444・606）
6,993

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち２月分・内訳書決議番号57・132・134～137・226～228・332～334・337・444・606）
13,365

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（区まち２月分・内訳書決議番号57・132・134～137・226～228・332～334・337・444・606）
3,045

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち２月分・内訳書決議番号57・132・134～137・226～228・332～334・337・444・606）
7,280

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち２月分・内訳書決議番号57・132・134～137・226～228・332～334・337・444・606）
5,680

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち２月分・内訳書決議番号57・132・134～137・226～228・332～334・337・444・606）
560

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち２月分・内訳書決議番号57・132・134～137・226～228・332～334・337・444・606）
560

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち２月分・内訳書決議番号57・132・134～137・226～228・332～334・337・444・606）
9,000

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち２月分・内訳書決議番号57・132・134～137・226～228・332～334・337・444・606）
350

中央区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（区まち２月分・内訳書決議番号57・132・134～137・226～228・332～334・337・444・606）
4,500

中央区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区役所窓口サービス課事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
31,500

中央区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区役所窓口サービス課事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
59,325

中央区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 市長選挙事務外にかかる消耗品等の購入並びに同経費の支出について
113,032

中央区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙事務外にかかる消耗品等の購入並びに同経費の支出について
213,150

中央区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 市長選挙事務外にかかる消耗品等の購入並びに同経費の支出について
5,586

中央区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち３月分１回目・内訳書決議番号138・607）
7,200

中央区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち３月分１回目・内訳書決議番号138・607）
1,250
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中央区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所水質検査業務の実施並びに同経費の支出について
32,550

中央区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（市長選挙３月分１回目・内訳書決議番号58～63）
2,100

中央区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（市長選挙３月分１回目・内訳書決議番号58～63）
16,928

中央区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業者資格審査委員会にかかる外部委員報償金の支払いについて
8,780

中央区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業者資格審査委員会にかかる外部委員報償金の支払いについて
16,560

中央区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（２月分）
19,163

中央区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（２月分）
8,447

中央区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（２月分）
757

中央区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（２月分）
265

中央区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
54,557

中央区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
114,043

中央区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市外）
224,275

中央区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
7,922

中央区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
3,789

中央区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市外）
20,114

中央区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
2,772

中央区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
1,326

中央区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市外）
7,040

中央区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用　渉外身分関係先例判例総覧（追録）の購入並びに同経費の支出について
6,552

中央区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）契約の締結並びに同経費の支出について（2月分）
223,708

中央区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成25年4月号～平成26年3月号）の実施並びに同経費の支出について（2月号分）
1,040,232

中央区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所雑排水槽清掃に伴う産業廃棄物処理の実施並びに同経費の支出について
6,678

中央区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用中央区総合庁舎産業廃棄物収集運搬処理業務の経費の支出について（2月分）
14,205

中央区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用中央区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務の経費の支出について（2月分）
4,862

中央区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入の実施並びに同経費の支出について（2月分）
9,240

中央区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報端末賃借業務の実施並びに同経費の支出について（2月分）
4,221

中央区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託の実施並びに同経費の支出について（2月分）
131,250

中央区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　印刷製本費 市長選挙事務にかかる南投票所変更案内チラシの作成並びに同経費の支出について
18,816

中央区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
58,453

中央区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成25年5月号～平成26年4月号）の実施並びに同経費の支出について（3月号）
451,852

中央区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（市長選挙３月分２回目・内訳書決議番号64～76）
210

中央区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（市長選挙３月分２回目・内訳書決議番号64～76）
59,759

中央区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー代金の支出について（２月分）
15,569

中央区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（運営）事務用コピー代金の支出について（２月分）
9,669

中央区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代金の支出について（２月分）
21,954

中央区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙事務用コピー代金の支出について（２月分）
14,042

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（２月分）
2,953

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（２月分）
2,445,161

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（2月分）
720

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市内等）
129,025

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（2月分）
160

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便２月分の支出について
125,460

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便２月分の支出について
880

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（2月分）
4,260

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用アンケート回答郵送経費（受取人払後納郵便料金２月分）
24,225

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区総合庁舎にかかる簡易専用水道定期検査の実施並びに同経費の支出について
7,875

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度中央区役所電柱添架料の支出について
10,920

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２５年工業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）の支出について（２月分）【調査票郵送提出用】
675
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中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２５年工業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）の支出について（２月分）【調査員報酬明細送付用】
800

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会２月分）の支出について
4,620

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市内等）
11,571

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（２月分）
55,960

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市内等）
4,050

中央区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会２月分）の支出について
10,680

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年３月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般３月分の支出について
300,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
1,168,405

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退３月分の支出について
30,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
59,754

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険徴収事務用コピー代金の支出について（１月分）
9,100

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について
331,555

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
69,700

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について
10,887

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・決議番号５０５）
2,500

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課事務用　窓口案内（自動音声）システム機器一式の購入及び同経費の支出について
406,035

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課事務用　窓口案内（自動音声）システム機器一式の購入及び同経費の支出について
998,655

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
80,948

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
254,253

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
492,540

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について
661,562

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について
889

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
611,720

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
1,098,829

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
7,370

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（２月分）
1,280

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
131,800

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
64,375

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
908,024

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（２月分）
26,505

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（２月分）
35,505

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
38,668

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
16,718

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,526

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
24,660

中央区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
7,936

中央区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 収容避難所等配備にかかる備品等の購入経費の支出について
114,450

中央区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 収容避難所等配備にかかる備品等の購入経費の支出について
2,730,000

中央区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度中央区防災講演会・地域防災リーダー研修会に係る手話通訳の派遣及び謝礼金の支出について
14,000

中央区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金繰入金の支出について（２月分・335、336）
640

中央区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号１３３）
443

中央区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度「市民協働で環境浄化に取り組むみんなでクリーン！ゆめちゅうおう」用　啓発物品にかかる支出について
393,750
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中央区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度　市民協働型自転車利用適正化事業「Do!プラン」（現地啓発・整理・指導分）にかかる業務委託料（１月分）の支出について
776,825

中央区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業（銅座幼稚園・聴覚特別支援学校）PTA主催に係る講師謝礼金の支出について
17,200

中央区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度「市民協働型自転車利用適正化事業ＤＯ！プラン」等消耗品の購入にかかる経費の支出について
221,906

中央区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区人権啓発推進事業にかかる事務用品の購入ならびに同経費の支出について
54,396

中央区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度「市民協働型自転車利用適正化事業ＤＯ！プラン」等消耗品の購入にかかる経費の支出について
5,439

中央区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度「市民協働型自転車利用適正化事業ＤＯ！プラン」等消耗品の購入にかかる経費の支出について
70,460

中央区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（後期）
139,200

中央区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業（中大江小学校・聴覚特別支援学校・愛珠幼稚園）PTA主催に係る講師謝礼金の支出について
47,020

中央区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業実施にかかる非営利・有償活動団体保険料の支出について
78,400

中央区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度「市民協働型自転車利用適正化事業『ＤＯ！プラン』」啓発用物品の買入にかかる支払いについて
1,207,500

中央区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯業務にかかる防犯啓発物品の購入経費の支出について
313,740

中央区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業　生涯学習ルーム交流会開催にかかる音響・照明技術者謝礼の支出について
21,000

中央区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる防犯啓発物品（のぼり旗外１点）購入経費の支出について
22,260

中央区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民活動支援担当事務にかかる消耗品の購入並びに同経費の支出について
9,975

中央区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民活動支援担当事務にかかる消耗品の購入並びに同経費の支出について
2,772

中央区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民活動支援担当事務にかかる消耗品の購入並びに同経費の支出について
97,692

中央区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民活動支援担当事務にかかる消耗品の購入並びに同経費の支出について
98,805

中央区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 こどもが元気！市民活動支援事業「親子の竹細工」業務委託契約の実施並びに同経費の支出について
104,560

中央区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 「環境浄化にかかる観察調査の手法を活用した対策の確立業務」にかかる業務委託料の支出について
5,379,098

中央区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 「中央区の歴史と文化を活かした生涯学習事業」業務委託の実施並びに同経費の支出について
3,855,390

中央区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯事業にかかる防犯啓発看板の購入経費の支出について
302,400

中央区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯関係事業にかかる単価契約に基づくコピー代金の支出について（２月分）
45,622

中央区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（２月分）
192,880

中央区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 区の歴史と文化を活かした生涯学習事業の実施にかかる消耗品の購入並びに同経費の支出について
45,360

中央区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区地域別災害対応マップの印刷にかかる経費の支出について
363,646

中央区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市立島之内図書館・大阪市立中央会館　開館２５周年記念講演会「織田作之助の愛した大阪」開催にかかる講師謝礼の支出について
46,150

中央区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 大阪市島之内図書館・大阪市立中央会館　開館２５周年記念講演会「織田作之助の愛した大阪」開催にかかる手数料の支出について
3,150

中央区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立島之内図書館・大阪市立中央会館　開館２５周年記念講演会「織田作之助の愛した大阪」開催にかかる使用料の支出について
3,900

中央区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯業務にかかる啓発物品の購入経費の支出について
336,000

中央区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト業務用携帯電話利用料２月分の支出について
1,592

中央区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度　ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる後納郵便料金の支払いについて（２月分・東郵便局）
560

中央区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる料金後納郵便料金２月分の支出について
1,920

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成25年度市立保育所消耗品費(特別保育用)の支出について（3月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成25年度市立保育所消耗品費(通常保育用)の支出について（3月分）
47,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
18,945

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
16,227

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
154,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
46,150

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
98,230

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 狂犬病予防集合注射にかかる通知郵送料の支出について
130,900

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
1,954

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
2,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
700

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
16,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
49,918
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中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
200

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
68,700

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
45,501

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
40,304

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
16,025

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
13,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
17,040

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
40,118

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健師指導事務消耗品の購入並びに同経費の支出について
9,124

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度児童手当給付費（区執行分）の支出について
40,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
200

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
50

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成25年度民生委員一斉改選にかかる物品の購入について
25,609

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助（衛生材料費等）の支出について
6,160

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区地域福祉アクションプラン推進支援事業等にかかる物品の購入について
12,752

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区地域福祉アクションプラン推進支援事業等にかかる物品の購入について
24,864

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
78,589

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
7,920

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
42,389

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
25,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
61,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
798

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
3,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,250

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
13,700

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
15,975

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
10,763

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
12,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　備品修繕料 介護保険事務用中央区役所金庫修理業務の実施並びに同経費の支出について
47,040

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
187,327

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
52,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
204,980

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
212,578

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
60,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
10,290

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者(児)住宅改修費の支出について
500,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
24,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４３９・４４０・４４１・４４３・４４５）
9,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分　決議番号４４２）
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４３９・４４０・４４１・４４３・４４５）
2,732

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４３９・４４０・４４１・４４３・４４５）
3,780
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中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４３９・４４０・４４１・４４３・４４５）
6,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４３９・４４０・４４１・４４３・４４５）
6,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「要保護児童対策地域協議会の運営」に係る講師謝礼の支出について
10,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育て講座ワークショップ講師謝礼の支出について
20,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 中央区障がい者・高齢者虐待防止連絡協議会にかかる視覚障害者に対するガイドヘルパー派遣経費の支出について
8,954

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課社会復帰相談指導事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（カルテホルダー他１１点）
16,590

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域福祉フォーラムにかかる一時保育経費の支出について
3,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
255,007

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
52,180

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用ガスコンロの購入並びに同経費の支出について
61,425

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２５年度小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
78,589

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
41,028

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付金の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀費用にかかる委託及び同経費の支出について
174,458

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
22,948

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
22,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
595,695

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師謝礼金の支出について
9,140

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見にかかる大阪市長審判請求の診断書料の支出について
10,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見にかかる大阪市長審判請求の診断書料の支出について
2,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
16,680

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（２月分）
48,460

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて
908,675

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
171,650

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
25,938

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
2,950

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
14,310

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
279,758

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
23,820

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
93,450

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
16,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
221,470

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて
851,175

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 すこやか運動推進事業にかかる報償金の支出について（運動推進リーダー養成塾・３月分）
13,440

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 がん検診事業及び厚生統計調査及び各種保健事業実施用消耗品の購入並びに同経費の支出について
42,777

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 すこやか運動推進事業にかかる情報誌「すこやか」の作成並びに同経費の支出について
44,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（２月分）
14,784

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
35,226

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
53,790

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
9,270

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
19,250

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
44,560

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（９月～２月分）
8,510

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
23,793

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
12,630

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
40,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
22,608
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中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
35,660

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
211,155

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成26年2月分）
48,540

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業及び厚生統計調査及び各種保健事業実施用消耗品の購入並びに同経費の支出について
12,936

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 がん検診事業及び厚生統計調査及び各種保健事業実施用消耗品の購入並びに同経費の支出について
13,335

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
7,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
9,949

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
13,750

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
36,668

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月24日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金の支出について
318,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用紙パック式掃除機外消耗品の購入並びに同経費の支出について
42,441

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年４月分生活保護費資金前渡金（定例払い）の支出について
19,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
14,064

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年４月分生活保護費資金前渡金（定例払い）の支出について
10,500,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年４月分生活保護費資金前渡金（定例払い）の支出について
200,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
12,950

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成25年度市立保育所にかかる給間食費の支出について(3月分)
992,675

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（平成２６年１・２月分）の支出について
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座消耗品の購入並びに同経費の支出について
57,120

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
115,860

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
49,823

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
1,974

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
26,306

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
2,578

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
63,998

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,360

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
11,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
76,310

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用ゴム印の購入並びに同経費の支出について
249

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,509

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
60,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
74,345

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
9,880

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
24,520

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
240

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
14,950

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
28,506

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
39,760

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ外２４点の購入並びに同経費の支出について
201,269

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ外２４点の購入並びに同経費の支出について
19,243

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について
162,540

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費の支出について
119,112

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
79,413

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
476,272

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
27,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費の支出について
156,922
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中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付金の支出について
281,715

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
58,560

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,318

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,896

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,260

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
59,908

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
98,764

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材費等）の支出について
97,590

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
7,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
21,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
3,150

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
21,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
12,285

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課社会復帰相談指導事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（透明粘着テープ他１０点）
9,780

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費の支出について
896,696

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
59,811

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師謝礼金の支出について
9,140

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康講座ウォーキングビラの作成について
5,565

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見にかかる大阪市長審判請求の診断書料の支出について
5,250

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係るミニ講座講師謝礼の支出について
10,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年度各種保健事業実施用市内出張交通費の支出について（４～２月分）
45,983

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年度乳幼児発達相談事業実施用市内出張交通費の支出について（２月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
3,289

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゼロックストナーカートリッジ他３点）
1,234

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業及び食育推進連絡調整会議及びすこやか大阪２１推進事業及びすこやか運動推進事業用消耗品の購入並びに同経費の支出について
7,848

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（３月分）
1,050

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（３月分）
11,485

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（３月分）
1,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゼロックストナーカートリッジ他３点）
2,806

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゼロックストナーカートリッジ他３点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
700

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
13,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
16,860

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
2,360

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局受取人払分）
59,550

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
43,233

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
41,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
31,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
200

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
2,040
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中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,540

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
520

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,870

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀費用にかかる委託及び同経費の支出について
156,958

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（２月分）の支出について
181,410

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（２月分）の支出について
39,432

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（２月分）の支出について
47,655

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会参加交通費）の支出について
3,680

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
46,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
57,065

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
46,045

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,750

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２５年度結核医療費公費負担事業（３７条）用近接地管外出張旅費のの支出について（４～１０月分）
4,357

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２５年度結核公費負担事業（３７条の２）用市内出張交通費の支出について（１月分）
460

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成26年2月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成２５年度すこやか大阪２１推進事業用市内出張交通費の支出について（７・１２月分）
710

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業及び食育推進連絡調整会議及びすこやか大阪２１推進事業及びすこやか運動推進事業用消耗品の購入並びに同経費の支出について
19,656

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業及び食育推進連絡調整会議及びすこやか大阪２１推進事業及びすこやか運動推進事業用消耗品の購入並びに同経費の支出について
6,757

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業及び食育推進連絡調整会議及びすこやか大阪２１推進事業及びすこやか運動推進事業用消耗品の購入並びに同経費の支出について
9,854

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
16,510

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
2,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局受取人払分）
25,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
980

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゼロックストナーカートリッジ他３点）
18,824

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
460

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゼロックストナーカートリッジ他３点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
29,286

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
4,155

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
400

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・南局分）
12,580

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
5,760

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について(2月分)
1,053,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（2月分）
1,121,225

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（2月分）
846,050

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（2月分）
967,990

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・南局分）
16,900

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
17,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
11,785

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
400

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
80

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成26年2月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年2月分）
72,810
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中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成26年2月分）
140,750

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年3月分）
79,110

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成26年3月分）
140,750

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年2月分）
79,110

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（３月分）
1,221

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
16,150

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
200

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
9,240

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（２月分）の支出について
2,989

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
13,870

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
50,860

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（２月分）の支出について
1,461

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
3,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康講座ウォーキングビラの作成について
14,490

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
2,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
50

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
2,860

中央区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
400

西区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成２６年２月号）
64,339

西区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度西区役所職員接遇研修業務にかかる経費の支出について
648,000

西区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（１月分）
88,110

西区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について(1月分）
9,403

西区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第２回西区区政会議議事録作成業務にかかる経費の支出について
31,500

西区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（２月分）
1,129,261

西区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙にかかる投票所用貼るカイロ他10点の購入並びに同経費の支出について
98,595

西区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 大阪市長選挙にかかる投票所用貼るカイロ他10点の購入並びに同経費の支出について
5,197

西区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西区役所1階・3階電話回線移設および5階電話交換室内UPSバッテリー交換業務の実施ならびに同経費の支出について
126,000

西区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西区役所1階・3階電話回線移設および5階電話交換室内UPSバッテリー交換業務の実施ならびに同経費の支出について
94,500

西区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について
120,750

西区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年度工業統計調査員および指導員への報償金の支出について
550,749

西区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,420

西区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,280

西区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区ガイドマップ作製にかかる同経費の支出について
265,650

西区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 受水槽外４槽清掃等業務委託の実施並びに同経費の支出について
270,165

西区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区庁舎衛生害虫生息状況調査・駆除業務委託の実施並びに同経費の支出について
34,860

西区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙にかかるアルミ製車椅子用記載台外１点の購入並びに同経費の支出について
110,985

西区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２５年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成26年3月号）
217,592

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務連絡用市内出張交通費（２月請求分）の支出について
9,600

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
2,274

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,390

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（３月分）
20,436

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業にかかる料金受取人払郵便料金の支出について（１月、２月分）
26,030

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について(2月分）
8,865

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（２月分）
12,455

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる経費の支出について(2月分）
373,275

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる同経費の支出について(2月分）
4,305

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入の実施並びに同経費の支出並びにパソコン等機器調達における調達仕様書の確認依頼書の提出について(2月分）
11,865



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西区役所庁舎内テレビ用ケーブルテレビ視聴にかかる業務の実施並びに同経費の支出について(2月分）
1,575

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用パソコン賃貸借契約の実施並びに同経費の支出について（2月分）
26,145

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査事務用料金後納郵便料金（２月分）の支出について
160

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務並びに大阪市長選挙用料金後納郵便料金の支出について(２月分)
1,700

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務並びに大阪市長選挙用料金後納郵便料金の支出について(２月分)
3,840

西区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務並びに大阪市長選挙用料金後納郵便料金の支出について(２月分)
9,950

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支払資金の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年３月分国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支払資金の支出について
500,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
26,425

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （３月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （３月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
5,258

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
31,615

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
816,054

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約における経費の支出について（1月分）
2,731,050

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
50,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
888,320

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外６点（国民健康保険業務用）の購入並びに同経費の支出について
60,750

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外６点（国民健康保険業務用）の購入並びに同経費の支出について
20,161

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外６点（国民健康保険業務用）の購入並びに同経費の支出について
20,750

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
5,810

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 国民健康保険等システム用端末機等の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務（大阪市西区役所）
346,500

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分郵送料（文書発送用）の支出について
582,848

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
203,764

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
50,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
810,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険料の療養費（退職者）の支給について
15,421

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）２月分郵送料（収受用）の支出について
47,435

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務の郵送にかかる料金後納の支払について（2月分）
320

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 西区役所　窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費２月分の支出について
400

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）２月分郵送料（発送用）の支出について
102,948

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分郵送料（文書収受用）の支出について
14,530

西区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）２月分郵送料（発送用）の支出について
175,130

西区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業にかかる耐水強化紙外１点の購入及び同経費の支出について
19,792

西区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 地域安全対策職員用自転車パンク修理及び虫ゴム交換の支出について
700

西区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事業にかかる講師謝礼金の支出について（日吉小学校2月分）
21,840

西区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 こども１１０番の家事業の旗の作製並びに同経費の支出について
130,200

西区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市西区自律的な地域運営を支援するための活動補助金の支出について（千代崎地域活動協議会）
193,870

西区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権を考える西区民のつどいの開催並びに同所要経費（報償金）の支出について
20,200

西区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業にかかるポケットティッシュの購入及び同経費の支出について
13,650

西区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策職員用帽子の購入及び同経費の支出について
13,965

西区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 人権を考える西区民のつどいの手話通訳にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,000

西区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「人・愛・ふれあいプラザ」企画運営事業にかかる業務委託料の支出について
320,000

西区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「人・愛・ふれあいプラザ」企画運営事業にかかる業務委託料の支出について
320,000

西区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「人・愛・ふれあいプラザ」企画運営事業にかかる業務委託料の支出について
320,000

西区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「人・愛・ふれあいプラザ」企画運営事業にかかる業務委託料の支出について
320,000

西区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（下半期分）
110,400
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西区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度生涯学習ルーム事業及び平成25年度西区公募型企画講座支援事業にかかる色上質紙ほか14点の買入経費の支出について
56,507

西区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
600

西区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度「西区コミュニティ育成事業」公募型プロポーザル選定委員会委員報償金の支払について
39,800

西区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策職員用自転車の購入及び自転車防犯登録並びに同経費の支出について
59,940

西区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災情報システム用プリンターカートリッジの購入並びに同経費の支出について
17,973

西区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入及び同経費の支出について
86,467

西区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全対策職員用自転車の購入及び自転車防犯登録並びに同経費の支出について
1,500

西区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「青少年非行防止活動事業」に係る特定小電力トランシーバー他1点買入
43,050

西区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事業にかかる講師謝礼金の支出について（九条南小学校3月分）
26,000

西区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度西区学校体育施設開放事業にかかるラインパウダーほか17点の買入経費の支出について
456,960

西区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（２月分）
6,060

西区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浸水深明示シールの製造並びに同経費の支出について
472,500

西区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度落書き消去作業報告書外１点の作成並びに同経費の支出について
131,100

西区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業等にかかる郵送料について（2月分）
240

西区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業等にかかる郵送料について（2月分）
1,080

西区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業等にかかる郵送料について（2月分）
160

西区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業等にかかる郵送料について（2月分）
1,520

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財保管料の支出について
17,330

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,100

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,200

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
45,040

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助（院内／一般）の支出について
29,500

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
225,600

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
205,460

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
617,565

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
427,640

西区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
215,100

西区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送（断酒会：日帰り）の支出について
2,040

西区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送（断酒会：日帰り）の支出について
600

西区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,920

西区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
8,400

西区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
54,435

西区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
4,520

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支給について
39,060

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
83,100

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
116,110

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務に係るシュレッダー他１５点の購入経費の支出について
103,540

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務に係るゴム印他２２点の購入経費の支出について
18,130

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
10,284

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
78,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具代の支出について
45,675

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
5,720

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000
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西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（バス）の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
9,450

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
4,520

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
20,806

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
27,980

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
120

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,500

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
3,100

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年３月支給分①）
235,636

西区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修費理由書作成費の支出について
4,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（西六保育園　保育ママ事業　おひさまルーム）平成26年1月
1,135,366

西区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 結核コホート検討会出席に係る医師報償金の支出について（１月２１日）
14,200

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 すこやか大阪、がん健診、食育イベント、食育推進連絡会、保健栄養指導、各種保健、健康づくり他にかかるコードリール他３９種の購入並びに同経費の支出について
14,910

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
246,582

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
193,390

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
113,241

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,680

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
139,050

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
17,700

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
149,932

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬祭委託料の支出について
183,908

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 すこやか大阪、がん健診、食育イベント、食育推進連絡会、保健栄養指導、各種保健、健康づくり他にかかるコードリール他３９種の購入並びに同経費の支出について
13,640

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 すこやか大阪、がん健診、食育イベント、食育推進連絡会、保健栄養指導、各種保健、健康づくり他にかかるコードリール他３９種の購入並びに同経費の支出について
7,638

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 すこやか大阪、がん健診、食育イベント、食育推進連絡会、保健栄養指導、各種保健、健康づくり他にかかるコードリール他３９種の購入並びに同経費の支出について
1,575

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 すこやか大阪、がん健診、食育イベント、食育推進連絡会、保健栄養指導、各種保健、健康づくり他にかかるコードリール他３９種の購入並びに同経費の支出について
3,738

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 すこやか大阪、がん健診、食育イベント、食育推進連絡会、保健栄養指導、各種保健、健康づくり他にかかるコードリール他３９種の購入並びに同経費の支出について
6,930

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 すこやか大阪、がん健診、食育イベント、食育推進連絡会、保健栄養指導、各種保健、健康づくり他にかかるコードリール他３９種の購入並びに同経費の支出について
5,846

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 すこやか大阪、がん健診、食育イベント、食育推進連絡会、保健栄養指導、各種保健、健康づくり他にかかるコードリール他３９種の購入並びに同経費の支出について
13,173

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度広報かぜ3月号増刷ページ作成にかかる企画編集費の支出について
96,600

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年３月支給分②）
210,695

西区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 すこやか大阪、がん健診、食育イベント、食育推進連絡会、保健栄養指導、各種保健、健康づくり他にかかるコードリール他３９種の購入並びに同経費の支出について
14,196

西区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援拠点事業公募型プロポーザル選定委員にかかる報償金の支出について
43,460

西区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業に係るゴム印等他１２種の購入並びに同経費の支出について
16,437

西区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣洗濯手数料（１月分）
840

西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
2,400

西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
3,750

西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
25,500

西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
11,067

西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
4,500

西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
41,525

西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
11,227

西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
36,153

西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000
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西区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
51,300

西区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月）
3,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
900

西区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
390

西区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,720

西区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核入院患者訪問に係る出張旅費の支出について
1,780

西区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,086

西区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
450

西区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,610

西区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期）の支出について
997,300

西区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２６年２月決定分）
5,756

西区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２６年２月決定分）
6,441

西区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支給について（平成２６年２月決定分）
48,805

西区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成金の給付について
270,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期）の支出について
936,050

西区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
326,568

西区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　シュッポッポ）平成26年2月分
409,700

西区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（西六保育園　保育ママ事業　おひさまルーム）平成26年2月分
1,135,366

西区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　はなぞの保育園）平成26年2月分
1,137,050

西区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　たいようランド）平成26年2月分
1,048,200

西区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成26年3月分）
1,903,175

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（１～２月分）の支出について
12,930

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度西区地域福祉見守り活動応援事業の委託料の支出について（第３四半期）
2,191,883

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
21,820

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
6,273

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
4,400

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
3,280

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による４月分生活保護費及び新規追給分（１回目）の支出について
14,000,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による４月分生活保護費及び新規追給分（１回目）の支出について
7,500,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
61,845

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
19,200

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による４月分生活保護費及び新規追給分（１回目）の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助の支出について
73,360

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
1,890

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護住宅改修の支出について
4,350

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
1,240

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による４月分生活保護費及び新規追給分（１回目）の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
212,170

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
231,900

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年３月支給分③）
167,608

西区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修費理由書作成費の支出について
4,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（２月分）
2,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（２月分）
1,150

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 地域福祉活動推進事業における成年後見研修講師報償費の支出について
11,820

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（２月分）
3,480

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による３月分生活保護費及び新規追求分の支出（２回目）について
300,000
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西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
66,940

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
59,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
25,286

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
20,033

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
11,400

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関にかかる診療報酬の支出について
700

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
22,454

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（２月２８日実施分）
48,540

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について　平成２６年２月分
10,420

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について　平成２６年２月分
9,420

西区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（２月分）
400

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
320

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
960

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
250

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
13,320

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
720

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
270

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
320

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
730

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
21,180

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,900

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,084

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
136,217

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
222,991

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
61,800

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,477

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,800

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,830

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,049

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,670

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
560

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
730

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,080

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
400

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
7,190

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
54,424

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
15,508

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
320

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,840

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
57,565

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
21,890

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,770
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西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域保健活動業務にかかる黒ボールペン他１１種の購入並びに同経費の支出について
50,452

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,380

西区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,440

西区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
196,175

西区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送（断酒会：日帰り）の支出について
2,580

西区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
4,240

西区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 平成25年度広報かぜ3月号増刷ページ作成にかかる広告料の支出について
129,906

西区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年３月支給分⑤）
46,808

西区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年３月支給分⑥）
3,960

西区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師料の支出について（２月分）
20,920

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（２月分）
166,260

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（２月分）
269,640

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月分）
770

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（２月分）の支出について
15,485

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（２月分）の支出について
47,940

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支給について
280,389

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
167,841

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（２月分）
2,740

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
148,803

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
15,466

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
10,574

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
4,300

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
199,500

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
640

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
360

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
49,440

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
53,767

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,150

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
213,255

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
218,070

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月分）
560

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月分）
490

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月分）
620

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月分）
1,120

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月分）
400

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月分）
1,140

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月分）
480

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（２月分）の支出について
9,310

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月分）
3,340

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年３月支給分④）
111,182

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（２月分）
329,540

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（２月分）
5,509

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（２月分）の支出について
44,580

西区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（２月分）の支出について
11,305

港区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 港区役所５階男子トイレ洗面台及び３階身体障がい者用トイレ洗面台修繕業務にかかる経費の支出について
49,875

港区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 庁内情報端末の修繕及び同経費の支出について
92,983
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港区役所 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市港区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（１月分）
143,451

港区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課及び窓口サービス課事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
258,326

港区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年２月分）
502,721

港区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年２月分）
61,496

港区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年２月分）
32,838

港区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）
32,865

港区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用拡大読書器賃借料の支出について（長期借入）
8,547

港区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区）賃借料の支出について（長期借入）
3,823

港区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直員用寝具借入料金の支出について（長期借入契約）
9,240

港区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
798

港区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,000

港区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）　賃借料の支出について（長期借入）
3,150

港区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,880

港区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）
5,512

港区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる業務委託先選定会議委員に対する謝礼金の支払いについて
32,870

港区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年２月分）
1,094,965

港区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
475,698

港区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年２月分）
133,944

港区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年２月分）
71,523

港区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 平成２５年度緊急雇用創出基金事業（起業支援型地域雇用創造事業）「子育て世代向け啓発等による人材育成事業」公募型プロポーザルに係る委員報酬の支出について
51,455

港区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２６年２月分）
181,542

港区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（２月分）
11,057

港区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
4,506

港区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（２月分）
1,352

港区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
551

港区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
294

港区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（２月分）
722

港区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙事務用文房具及びお茶（240名分）の購入及び同経費支出について
80,260

港区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２６年２月分）
2,466

港区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 大阪市長選挙事務用文房具及びお茶（240名分）の購入及び同経費支出について
14,526

港区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度港区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）平成26年3月号分
409,657

港区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年２月分）
316,956

港区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年２月分）
226,184

港区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年２月分）
38,772

港区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年２月分）
31,252

港区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年２月分）
20,703

港区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年２月分）
16,688

港区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市交通局と連携した国道４３号車いす横断支援・調査業務委託料の支出について
564,480

港区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
50,070

港区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所庁舎受水槽・雑用水槽清掃及び水質検査業務の実施及び同経費の支出について
105,209

港区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 港区役所庁舎受水槽・雑用水槽清掃及び水質検査業務の実施及び同経費の支出について
12,869

港区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 港区役所庁舎受水槽・雑用水槽清掃及び水質検査業務の実施及び同経費の支出について
6,872

港区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 選挙事務用インターカムの購入及び同経費の支出について
60,926

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙及び総務課事務用文房具の購入及び同経費支出について
23,782

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年２月分）
2,050

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支払について（平成２６年３月分）
6,232

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ＩＰ電話使用料の支払について（平成２６年３月分）
20,436

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支払について（平成２６年３月分）
1,329
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港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年２月）
15,140

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年２月）
880

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年２月）
240

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（NTTコム）の支払について（平成２６年３月分）
2,208

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年２月）
1,280

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支払について（平成２６年３月分）
2,628

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市港区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（２月分）
143,451

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について
39,785

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年２月分）
1,190

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年２月分）
4,880

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について
4,867

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について
2,598

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙及び総務課事務用文房具の購入及び同経費支出について
26,798

港区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年２月分）
9,570

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 港区ヒューマンハート人権セミナー（11月12日開催）の講師謝礼の支出について
12,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「ご当地モン総選挙」「みなトクモン発掘レクチャー」（平成26年2月24日実施）にかかる講師謝礼の支出について
23,260

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全推進事業における物品の購入及び同経費の支出について
3,780

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 携帯型デジタル無線機買入並びに同経費の支出について
817,530

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発用物品（マスク）の購入について及び同経費の支出について
77,700

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダーにかかるリストバンドの購入並びに同経費の支出について
233,100

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 絵本による読書活動促進スタートアップ事業にかかる講師謝礼支出について（紙ふうせん実施分）
58,900

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 絵本による読書活動促進スタートアップ事業にかかる講師謝礼支出について（社会福祉法人 大阪市港区社会福祉協議会実施分）
37,200

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市港区における青少年非行防止活動事業（指導ルーム）にかかる青少年指導員の報償金（平成25年10月～平成26年3月分）の支出について
100,800

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬（平成25年10月～平成26年3月分）の支出について
158,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 絵本による読書活動促進スタートアップ事業にかかる講師謝礼支出について（大阪市立磯路小学校実施分）
63,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権・家庭教育に関する学習会の講師謝礼支出について（大阪市立池島小学校PTA実施分）
8,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災リーダー養成事業にかかるジュニア防災リーダー修了証の印刷並びに同経費の支出について
22,050

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民活動フェスタ事業、第１０回３７１０フォーラムラウンドテーブル（平成26年2月25日実施）にかかる講師謝礼の支出について
10,940

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費
多様な協働による活力ある地域社会づくり事業、築港天保山エリア魅力再発見創出事業、港区地域ブランド発掘魅力創出事業にかかる消耗品の購入および同経費の支
出について 16,296

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課各種事業事務執行にかかる事務用品の購入及び同経費の支出について
18,795

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課各種事業事務執行にかかる事務用品の購入及び同経費の支出について
31,290

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費
多様な協働による活力ある地域社会づくり事業、築港天保山エリア魅力再発見創出事業、港区地域ブランド発掘魅力創出事業にかかる消耗品の購入および同経費の支
出について 39,585

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費
多様な協働による活力ある地域社会づくり事業、築港天保山エリア魅力再発見創出事業、港区地域ブランド発掘魅力創出事業にかかる消耗品の購入および同経費の支
出について 17,325

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「人・愛・ふれあいプラザ」（２月９日開催）チラシ、ポスター、プログラムのデザイン及び印刷について
46,011

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「人・愛・ふれあいプラザ」（２月９日開催）チラシ、ポスター、プログラムのデザイン及び印刷について
46,011

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「人・愛・ふれあいプラザ」（２月９日開催）チラシ、ポスター、プログラムのデザイン及び印刷について
46,011

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「人・愛・ふれあいプラザ」（２月９日開催）チラシ、ポスター、プログラムのデザイン及び印刷について
46,011

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課各種事業事務執行にかかる事務用品の購入及び同経費の支出について
21,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支払いについて（２月分）
7,955

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯業務用品の購入及び同経費の支出について
19,656

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全対策啓発用広報紙の印刷及び同経費の支出について
54,075

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務委託の契約及び支出について（２月分）
55,920

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業物品（ナンバープレート盗難防止ねじ）の購入及び同経費支出について
30,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全推進事業用物品（交通指導員用キャップ）の購入及び同経費の支出について
15,750

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業にかかる春蒔き用消耗品の購入および同経費の支出について
324,203

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発・相談事業ヒューマンハート港区民のつどいにかかる募集ポスターの印刷購入および同経費の支出について
66,780

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 絵本による読書活動促進スタートアップ事業にかかる講師謝礼支出について（大阪市立八幡屋小学校実施分）
30,975

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年２月分）
374,445
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港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２６年２月分）
316,144

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民セミナー（2月28日開催）の講師謝礼の支出について
8,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 マンションと地域の防災力強化事業にかかる三角巾の購入並びに同経費の支出について
81,375

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防犯啓発事業用チラシの印刷及び同経費の支出について
75,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年２月分）の支出について
3,840

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年２月分）の支出について
80

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年２月分）の支出について
1,200

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年２月分）の支出について
280

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分葬祭費支払準備金について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年３月分出産育児一時金支払準備金について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）３月分の窓口支払資金について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）３月分の窓口支払資金について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年２月分葬祭費の支給について
650,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
328,168

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１月審査分国保療養費（一般）口座不能分の支給について
10,815

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年２月分出産育児一時金の支給について
1,124,340

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
54,418

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年２月審査分国保療養費（一般）の支給について
472,167

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費（平成26年1月分）
2,305,406

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
19,725

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント記念事業にかかる出生時記念品（ガーゼハンカチ）の購入及び経費支出について
169,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について　（平成26年2月分）
1,380

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年３月分葬祭費の支給について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年３月分出産育児一時金の支給について
467,200

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費の支出について（平成２６年１・２月分）
910

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年３月審査分国保療養費（退職）の支給について
47,977

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
6,464

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年2月分）
67,760

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
42,824

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年2月分）
2,640

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
518,690

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
199,571

港区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
57,466

港区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
71,200

港区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
109,976

港区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２６年３月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２６年３月分消耗品費の支出について
100,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（３件）
15,028

港区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 被保護者　歳出戻入金（本庁執行分）の過誤納付にかかる還付について
19,192

港区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーンイベント用　「栄養指導用フードモデル」ほうれん草外15点の購入経費の支出について
50,972

港区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

港区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,829

港区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（６件）
108,260

港区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　引越代の支出について（１件）
56,650

港区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（２件）
41,200

港区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（４件）
16,570

港区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　非指定医療機関診療報酬の支出について（１件）
2,080

港区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について（平成26年2月18日審査決定分）
747,415



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

港区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療一部負担金相当額等助成費の支出について（平成26年2月18日審査決定分）
161,731

港区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について（平成26年2月18日審査決定分）
478,211

港区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（平成26年2月18日審査決定分）
58,679

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
98,076

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
275,710

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
272,111

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
412,240

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,891

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,518

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
413,494

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,880

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品（ダンボール等合計17点）の購入について
10,500

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品（ダンボール等合計17点）の購入について
28,119

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品（ダンボール等合計17点）の購入について
8,127

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　引越代の支出について（１件）
66,255

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（５件）
63,173

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　福祉用具購入費の支出について（１件）
1,600

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について　６件
19,275

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　３件
9,150

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　４件
61,803

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
4,200

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　４件
334,554

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　２件
40,350

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
2,100

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
8,085

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康情報発信事業にかかるリーフレット（壮年・高齢者）の印刷及び経費の支出について
69,300

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２５年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（寡婦貸付金・第４四半期分）
686,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（2月13日分）にかかる講師報償金の支出について
9,220

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,187

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
39,443

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
116,390

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
115,010

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
138,860

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,700

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
161,885

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
637,540

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
204,222

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
5,250

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる２月分講師料の支出について
18,380

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる２月分講師料の支出について
10,380

港区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（１月分）
3,300

港区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,290

港区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,930

港区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

港区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,911

港区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成26年1月分）
360,110

港区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　引越代の支出について（２件）
84,940

港区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　家財処分料の支出について（２件）
174,300

港区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（１１件）
97,144

港区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 被保護者　住宅維持費の支出について（１件）
12,600

港区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　住宅改修費の支出について（２件）
6,480

港区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　施設入所サービス料の支出について（２件）
82,600

港区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　長期入院にかかる診療報酬の支出について（１件）
44,020

港区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（２件）
425,775

港区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会会議用飲料の購入について（２月～３月開催　１２０名分）
10,237

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民健康アップ事業（2月17日実施分）にかかる報償金の支出について
8,600

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（2月25日実施）に係る報償費の支出について
30,720

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領委任状）
54,487

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
93,203

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,957

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,396

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ２月　被保護者教育扶助費の支出について　給食
111,270

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者教育扶助費の支出について　２校
46,500

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ２月　被保護者教育扶助費の支出について　２校　給食
76,430

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者教育扶助費の支出について
18,300

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ２月　被保護者教育扶助費の支出について　給食
46,787

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者教育扶助費の支出について
35,400

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 １０～１２月　被保護者教育扶助費の支出について　教材　給食
390,990

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
2,100

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について
18,128

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療治療材料費等の支出について　４件
112,313

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
1,270

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
4,200

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,250

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　５件
174,492

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について
22,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について　３件
14,750

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　２件
7,250

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 DOTS事業　第３回コホート検討会参画医師報償金
11,360

港区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展講座（2月20日分）にかかる講師報償金の支出について
6,400

港区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 がん検診事業　「がん検診等のご案内」印刷経費の支出について
21,200

港区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者教育扶助費の支出について
39,900

港区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 がん検診事業　「がん検診等のご案内」印刷経費の支出について
193,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費（平成26年2月分）の支出について
690

港区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（９件）
58,900

港区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　引越代の支出について（１件）
72,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（２件）
2,924

港区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者オムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
1,793

港区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　福祉用具購入費の支出について（１件）
3,931

港区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者オムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
8,850

港区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（１件）
240
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港区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（３件）
617,795

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障害福祉サービス費等給付費の支出について（２月支払分）
15,175

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障害福祉サービス費等給付費の支出について（２月支払分）
17,928

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者妊婦検診料等の支出について　２件
2,560

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（９件）
110,236

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　引越代の支出について（２件）
195,500

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ２月　被保護者教育扶助費の支出について　４校　教材　給食
273,371

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　福祉用具購入費の支出について（１件）
1,400

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,800

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について　５件
21,800

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　２件
55,801

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について
18,128

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　２件
10,275

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費資金前渡について（平成２５年度２６年３月）出産扶助
3,150

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（３件）
566,185

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展講座（2月27日分）にかかる講師報償金の支出について
9,020

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 足指力測定器の購入と経費の支出について
46,830

港区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座用プロジェクターの購入及び同経費の支出について
35,805

港区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支払について
252,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 １・２月　被保護者教育扶助費の支出について　２校　教材　給食
149,510

港区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について　３件
13,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,250

港区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
4,200

港区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
4,200

港区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　５件
19,860

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
13,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
1,481

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
3,270

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
445

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（７件）
105,700

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度　２６年４月定例）
22,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（１件）
18,114

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度　２６年４月定例）
11,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度　２６年４月定例）
200,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（３件）
7,860

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（１件）
211,155

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
7,927

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２６年２月分）
3,886

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成26年2月分小口支払金繰入金の支出について
3,120

港区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成26年2月分小口支払金繰入金の支出について
3,400

港区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
35,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（１１件）
182,467

港区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について　３件
11,500

港区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　６件
133,496

港区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業　自転車の購入経費の支出について
20,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業　自転車の購入経費の支出について
30,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各種保健事業　自転車の購入経費の支出について
1,001
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港区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業　自転車の購入経費の支出について
24,599

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務所運営にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
540

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
460

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ＤＶ相談対応にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
400

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品（受付印外４点）購入経費の支出について
42,808

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民健康アップ事業に使用するみなりん運動手帳の印刷について
137,025

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務及び医療助成事務にかかるプリンター用トナーカートリッジ購入経費の支出について
10,367

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務及び医療助成事務にかかるプリンター用トナーカートリッジ購入経費の支出について
92,610

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 区地域自立支援協議会担当者研修会に係る市内出張交通費（１０・２月分）の支出について
1,640

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉担当職員研修に係る市内出張交通費（２月分）の支出について
320

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務に係る市内出張交通費（２月分）の支出について
3,140

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
244,831

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
115,364

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
37,749

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
111,034

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
720,742

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,653

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
280,335

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,228

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
352,548

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
64,890

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
70,384

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
440,273

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
6,300

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,455

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
4,400

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
9,380

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
154,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,660

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
60,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
238,010

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,350

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,800

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,980

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費資金前渡について（平成２５年度平成２６年４月）教育扶助
4,550

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について
4,200

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療移送費等の支出について
26,520

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　５件
13,100

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（３月３日）の講師報償金の支出について
8,840

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 市長入院同意患者面接等にかかる市内出張交通費（１・２月分）の支出について
4,560

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務及び医療助成事務にかかるプリンター用トナーカートリッジ購入経費の支出について
30,870

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務及び医療助成事務にかかるプリンター用トナーカートリッジ購入経費の支出について
22,235

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育専門部会等にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
460

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育事務用消耗品（ゼムクリップ外１１点）購入経費の支出について
20,459

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 ひとり親家庭等自立支援担当者研修会にかかる市内出張交通費（１２月分）の支出について
460

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２６年３月分給間食費の支出について
1,556,225
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港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 成年後見等市長審判請求にかかる市内出張交通費（１０・１１・２月分）の支出について
3,610

港区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 包括的支援事業担当者会にかかる市内出張交通費（１２・２月分）の支出について
800

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（3月18日実施）に係る報償費の支出について
14,130

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（２月分）
3,870

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民健康アップ事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
1,820

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（2月分）
220

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
3,090

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
800

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
45,945

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
16,455

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
120,229

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,161

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
900

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
2,860

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
1,200

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
10,520

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
1,120

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
4,840

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
360

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
79,140

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
304,915

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（2月分）
1,460

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（2月分）
240

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（２月分）
200

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（2月分）
1,360

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（2月分）
1,520

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
36,585

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（2月分）
128,500

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（2月分）
5,650

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
52,192

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（2月分）
240

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　きららもとまち保育園にかかる業務委託料の支出について（平成２６年２月分）
507,270

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）（保育ママ　バンビ共同保育所）にかかる業務委託料の支出について（平成２６年２月分）
1,100,850

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）（保育ママ　風の丘保育園）に係る業務委託料の支出について（平成２６年２月分）
883,250

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
50,850

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 読み聞かせ用大型絵本の購入と経費の支出について
4,988

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（2月分）
9,840

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
11,450

港区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
65,560

大正区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（１月分）
34,484

大正区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 情報コーナー用等消耗品購入について
6,431

大正区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 情報コーナー用等消耗品購入について
18,112

大正区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 情報コーナー用等消耗品購入について
12,915

大正区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大正区役所広報紙（2月号）新聞折込広告業務委託にかかる経費の支出について
159,588

大正区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（２月号）編集及び印刷業務委託の経費の支出について
376,320

大正区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内カラープリンター賃貸借長期継続契約にかかる経費の支出について（１月分）
5,670

大正区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（２月分）
95,500

大正区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（２月分）
749,996
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大正区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所市外通話料の支出について（１月分）
4,836

大正区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入について（ビニール袋付手提げ袋　外５０点）
258,168

大正区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入について（ビニール袋付手提げ袋　外５０点）
4,074

大正区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ものづくり事業用物品の購入について
303,122

大正区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,885

大正区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,000

大正区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（２月分）
39,913

大正区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（２月分）
357,883

大正区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（平成２６年２月使用分）
2,953

大正区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について（２月分）
150,624

大正区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への大正区広報紙「こんにちは大正」（2月号）の配付業務委託にかかる経費の支出について
53,083

大正区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への大正区広報紙「こんにちは大正」（1月号）の配付業務委託にかかる経費の支出について
52,806

大正区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
17,947

大正区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（２月分）
400

大正区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（２月分）
4,260

大正区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　分担金 済生会泉尾病院・大正区役所間自家用自動車運行事業にかかる分担金の支出について
3,000,000

大正区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（市長選挙・２月分）
3,788

大正区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（市長選挙・２月分）
1,840

大正区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ものづくり企業活性化事業用後納郵便料金（２月分）の支出について
77,595

大正区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（２月分）の支出について
6,320

大正区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（２月分）の支出について
12,045

大正区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大正区役所広報紙（3月号）新聞折込広告業務委託にかかる経費の支出について
159,588

大正区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（3月号）編集及び印刷業務委託の経費の支出について
376,320

大正区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務（工業・表彰）用後納郵便料金の支出について（２月分）
700

大正区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務（工業・表彰）用後納郵便料金の支出について（２月分）
880

大正区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（２月分）
57,339

大正区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（２月分）
119,792

大正区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（２月分）
997

大正区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（２月分）
577

大正区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（２月分）
4,443

大正区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（２月分）
7,256

大正区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,840

大正区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,800

大正区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,810

大正区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 平成26年3月23日執行予定　大阪市長選挙用消耗品（小巻ロープ外20点）の購入にかかる経費の支出について
32,873

大正区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（１月分）
25,853

大正区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（１２月分）
21,953

大正区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（３月分）
52,448

大正区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
960

大正区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（料金受取人払分）の支出について
11,590

大正区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所市内通話料の支出について（２月使用分）
20,436

大正区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（１月依頼分）
21,598

大正区役所 市民協働課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用啓発用クリヤーホルダーの購入経費の支出について
91,350

大正区役所 市民協働課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（１月分）
15,000

大正区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学校下別合同人権啓発研修所要経費の支出について
88,280

大正区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（１月分）
47,250

大正区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（１月依頼分）
57,666

大正区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　大阪市立大正会館管理運営業務の業務代行経費の支出について(第３四半期分)
6,737,296
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大正区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大正区コミュニティ育成事業(区民レクリエーション大会等事業、ふれあい生涯学習フェスティバル事業含む)の業務委託経費の支出について(第３四半期分)
4,436,043

大正区役所 市民協働課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（１月分）の支出について
4,020

大正区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大正区民ホール用電球購入経費の支出について
49,329

大正区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業用自転車パトロール用プレート外２点の購入経費の支出について
125,286

大正区役所 市民協働課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民協働による「音楽のあふれるまち大正」推進事業に係る盾の購入について
13,650

大正区役所 市民協働課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用消耗品の購入について（１月分）
18,753

大正区役所 市民協働課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用消耗品の購入について（１月分）
8,925

大正区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（三軒家西）
30,000

大正区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人・愛・ふれあいプラザ用事務用品の購入経費の支出について
23,709

大正区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人・愛・ふれあいプラザ用事務用品の購入経費の支出について
23,709

大正区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人・愛・ふれあいプラザ用事務用品の購入経費の支出について
23,709

大正区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人・愛・ふれあいプラザ用事務用品の購入経費の支出について
23,709

大正区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について
163,200

大正区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用消耗品の購入について（１月分）
6,930

大正区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民協働による魅力活性化事業「文楽体験と公演」広報用チラシ・ポスターの印刷に係る経費の支出について
48,825

大正区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,125

大正区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（地域活動支援）事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
7,520

大正区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遺族援護のお知らせ外２件の後納郵便料金の支出について（２月分）
2,720

大正区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遺族援護のお知らせ外２件の後納郵便料金の支出について（２月分）
240

大正区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課（地域活動支援）事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
400

大正区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 遺族援護のお知らせ外２件の後納郵便料金の支出について（２月分）
320

大正区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業及びはぐくみネット事業用消耗品の購入について（２月依頼分）
13,944

大正区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用消耗品の購入について（２月依頼分）
19,372

大正区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業及びはぐくみネット事業用消耗品の購入について（２月依頼分）
840

大正区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用消耗品の購入について（１月依頼分）
33,036

大正区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託料の支出について（２月分）
260,750

大正区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民協働による魅力活性化事業「４０年後の同窓会」広報用チラシ・ポスターの印刷に係る経費の支出について
48,300

大正区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外３事業）
480

大正区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外３事業）
2,280

大正区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外３事業）
510

大正区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外３事業）
2,000

大正区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（２月分）
8,992

大正区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（２月分）の支出について
3,170

大正区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（１月依頼分）
30,870

大正区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 種花事業に係る花と緑の研修園休憩室用電気料金の支出について（３月分）
446

大正区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（２月分）
25,000

大正区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用及び生涯学習ルーム事業用消耗品の購入について（１月依頼分）
41,748

大正区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民協働による魅力活性化事業「４０年後の同窓会」実施に伴う卓上用花飾りの購入に係る経費の支出について
21,000

大正区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー装備品の購入について
193,252

大正区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用及び生涯学習ルーム事業用消耗品の購入について（２月依頼分）
2,997

大正区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用及び生涯学習ルーム事業用消耗品の購入について（１月依頼分）
30,597

大正区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用及び生涯学習ルーム事業用消耗品の購入について（２月依頼分）
29,269

大正区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる通信運搬費の支出について（上半期）
11,840

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
840,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出）還付支払資金の支出について（３月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（３月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
450,000
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大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
840,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
1,336,646

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）におけるゴム印代の支出について
3,717

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（２月分）の支出について
4,080

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（２月分）
71,710

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（２月分）
250

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成25年10月分)
340

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成25年10月分)
320

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成25年10月分)
360

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（３月支払分）
447,419

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（２月分）
2,274,798

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年2月分)
10,820

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成25年11月分)
920

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 スティックのりほか5点の購入にかかる経費支出について
59,761

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　備品修繕料 窓口サービス課(保険年金保険)ボイスコール発券機の修理について
14,700

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年2月分)
171,080

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成26年2月分)
6,045

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年2月分)
404,349

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 財産調査返信用郵便切手の購入について
70,700

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年2月分)
35,192

大正区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年2月分)
50,976

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-169
1,236

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-132
138,514

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
110,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（３月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（３月分）
78,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 若年層に対するキャリア教育セミナー事業用の資材購入について
64,155

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 若年層に対するキャリア教育セミナー事業用の資材購入について
704

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（1月分）
340

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（1月分）
460

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（1月分）
120

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１月分）
2,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１月分）
312

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１月分）
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（１月分）
3,437

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代・校外活動費）の支出について
345,787

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１月分）
8,518

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-215
56,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　 12-220・221
82,950

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
105,038

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
246,722

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）の支出について
114,942

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
810,295

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１月分）
7,155

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用食糧費の支出について（１月～３月分・１４４名）
14,364

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
60,371
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大正区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
67,900

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
498,888

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
50,360

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-174
40,695

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－173
126,999

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）33-22
16,686

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-161
40,695

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
57,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
7,120

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
55,427

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
99,016

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
12,350

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
223,310

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 高次脳機能障がいの理解と関わりについての研修会の講師謝礼の支出について
11,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ゴム印の購入について
13,277

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
31,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,673

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,936

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32－165
28,222

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32－178
30,323

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）23-19
87,879

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－163
189,932

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-180
3,863

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－145
8,343

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬儀等にかかる経費の支出について
140,158

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
37,875

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
2,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
147,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
27,836

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
221,138

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
7,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月14日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（平成26年4月～9月分）
295,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（2月分）
228,194

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支給にかかる扶助費の支出について（３月支給）
160,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（平成26年4月～9月分）
180,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（１２～１月分）
1,390

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（１２～１月分）
460

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
417,630

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（１２～１月分）
1,060

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（１２～１月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月19日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（平成26年4月～9月分）
477,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月19日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　就学支度資金の支出について
258,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉関係業務にかかる消耗品購入経費の支出について
4,074

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-181
234,111

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32－182
12,154
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大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
900

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ゴム印の購入について
288

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタートナー購入経費の支出について
130,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用カラー用紙の購入について
4,252

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタートナー購入経費の支出について
19,625

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金精算・繰入金の支出について（2/20支出分）
1,660

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金精算・繰入金の支出について（2/20支出分）
800

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
104,816

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,300

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（３月分）
1,439,250

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉関係業務にかかる消耗品購入経費の支出について
1,470

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる受取人払後納郵便料の支出について（２月分）
44,570

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる受取人払後納郵便料の支出について（２月分）
15,526

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－153
848,714

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-158
507,707

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-176
209,681

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32－187
3,193

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-227
34,600

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-68
5,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-226
34,600

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-230
33,850

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ボールペン外41点の購入について
12,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ボールペン外41点の購入について
2,600

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ボールペン外41点の購入について
18,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ボールペン外41点の購入について
516

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ボールペン外41点の購入について
71,626

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ボールペン外41点の購入について
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
73,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
58,495

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
2,880

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
105,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
54,090

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる受取人払後納郵便料の支出について（２月分）
12,969

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支給にかかる扶助費の支出について（３月末支給）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「地域見守り活動を通した災害時要援護者のニーズ調査業務委託事業者選定会議」選定委員にかかる報償金の支出について
48,015

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
189,835

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
82,110

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
29,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
80,164

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
201,006

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
13,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
500,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
1,400,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 平成２５年度　大正区子育て支援専門部会にかかる講師謝礼の支出について（平成２６年３月１１日実施）
14,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 平成２５年度　大正区子育て支援専門部会にかかる講師謝礼の支出について（平成２６年３月１１日実施）
6,340

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（２月分）
890

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
5,550

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
160
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大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
26,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,360

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
800

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
350

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
320

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,030

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（３月支払分）
1,001,391

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
600

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,680

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
240

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
240

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（３月支払分）
72,340

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
74,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
47,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法により出産扶助費の支出について
246,930

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診等各種健診の案内作成にかかる委託料の支出について
235,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,630

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
380

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
34,395

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
5,700

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
720

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
2,320

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
6,880

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（３月支払分）
228,002

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
160

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
48,720

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
4,750

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（３月支払分）
97,353

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 地域ふれあい子育て教室事業用消耗品購入経費の支出について
1,732

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
5,730

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
20,975

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
37,688

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
960

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
720

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について(代理受領方式) 券番号41-23
270,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
23,720

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
6,600

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（12月～2月分）
340

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健業務車両用ドライブレコーダー購入経費の支出について
24,150

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事務用品の購入にかかる経費の支出について
23,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
520

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 生活保護事務用品の購入にかかる経費の支出について
268,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 「精神障がい者の理解と関わりについて」の研修会の講師謝礼の支払いについて
11,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-232
4,935
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大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（12月～2月分）
2,170

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（12月～2月分）
120

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（12月～2月分）
1,710

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・校外活動費）の支出について
685,334

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
38,520

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成25年度第3回コホート検討会にかかる協議会等の講師謝礼経費の支出について
12,780

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
650

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
400

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
160

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年２月実施分地域健康講座（壮年）にかかる報償金の支出について
9,260

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
400

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
21,350

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
138,950

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
3,960

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
11,300

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成26年2月実施分　介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について
18,820

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
160

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度版「大正区地域福祉計画アクションプランリーフレット」・「自転車マナーアップ啓発リーフレット」編集及び印刷について
58,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償について（第４四半期分）
895,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（5月分）
460

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-186
13,843

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-185
43,900

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－193
55,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-114
16,274

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32－125
21,422

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-175
19,776

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-179
60,480

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－191
29,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-172
18,725

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（2月分）
190,516

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（2月分）
570

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（2月分）
55,330

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（2月分）
8,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
49,260

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
61,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年２月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
48,540

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師謝礼（２月分）の支出について
27,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる講師謝礼（２月分）の支出について
9,860

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償について（第４四半期分）
848,750

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年２月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
335,840

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について
3,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について　その５
12,000

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　傘袋自動装着器ほか１０点の購入経費の支出について
122,848

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　トナーカートリッジほか２点の購入経費の支出について
108,832

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用　傘袋自動装着器ほか１０点の購入経費の支出について
76,072

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成25年１月分）
79,514

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（１月分）
23,560
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天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（１月分）
10,450

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区ＪＲ寺田町駅西側（天王寺区側）地域自転車利用適正化協働パートナー事業にかかる経費の支出について（１月分）
86,400

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課（事業戦略室）担当事務複写機コピー代の支出について（平成２６年１月分）
4,240

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
798

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用日本国旗の購入にかかる経費の支出について
10,973

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
10,500

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
828

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
10,000

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（12～１月分）
21,780

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務にかかる経費の支出について（２月分）
3,990

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（２月分）
13,125

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（２月分）
365,575

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎設備維持用電気使用料の支出について（２月分）
985,203

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区役所庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
31,668

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式長期借入経費の支出について（２月分）
35,683

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入契約にかかる支出について（２月分）
5,597

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
388,957

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（２月分）
5,802

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度天王寺区広報紙企画編集及び印刷業務における所要経費の支出について（平成２６年３月号分）
227,850

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度天王寺区広報紙企画編集及び印刷業務における所要経費の支出について（平成２６年３月号分）
235,200

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用衛生害虫防除作業にかかる経費の支出について
39,900

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課（事業戦略室）担当事務複写機コピー代の支出について（平成２６年２月分）
6,777

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
4,230

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（事業戦略室）にかかる料金受取人払い郵便料の支出について（平成２６年２月分）
31,540

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（２月分）
20,436

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,240

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度天王寺区広報紙配付業務における所要経費の支出について（平成２６年３月号分）
38,745

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（２月分）
4,599

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,720

天王寺区役所 企画総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
7,160

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会に係る講師謝礼金の支出について（平成26年１月28日実施　真生幼稚園根っこの会）
8,600

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会に係る講師謝礼金の支出について（平成25年12月25日実施　味原幼稚園ＰＴＡ）
12,900

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業用　「天王寺区緑花ボランティア」育成講習会用バラ苗等の購入にかかる経費の支出について
117,180

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（１/１８開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（平成25年10月～平成26年３月分）
115,200

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度桃陽小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（２／１５開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 学校選択制説明会における手話通訳に係る謝礼の支出について
30,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（２/８開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（２/３開催分）の支出について
6,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（２/２５・２/２６開催分）の支出について
12,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　事務用品の購入経費の支出について
25,757

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各種イベント用　トランシーバーの購入経費の支出について
88,284

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　事務用品の購入経費の支出について
10,635

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年２月分）
720

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年２月分）
6,720

天王寺区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年２月分）
240

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年３月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について３月分支払資金（一般及び退職者）
50,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について３月分支払資金（一般及び退職者）
10,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
43,748

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代の支出について（平成２６年１月分）
3,167

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代の支出について（平成２６年１月分）
3,166

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
295,816

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
39,260

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（１月分）
2,664,900

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（１月分）
157,500

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる返信用切手の購入経費の支出について　就学事務用
3,280

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍届書到達確認はがき用切手の購入経費の支出について
3,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年３月分国民健康保険療養費等の支出について
324,406

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年３月分国民健康保険療養費等の支出について
35,255

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口レジスターリモートスリッププリンター用インクリボンの購入経費の支出について
2,940

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年３月分国民健康保険療養費等の支出について
55,786

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
19,780

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（２月分）
2,664,900

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
77,280

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（２月分）
157,500

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
28,300

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金用キャビネット外２点の購入にかかる経費の支出について
11,130

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
2,800

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
2,480

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金用キャビネット外２点の購入にかかる経費の支出について
36,960

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
84,890

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
57,160

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
920

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年2月分）
39,260

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
488,766

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
7,725

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
19,950

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
22,038

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年2月分）
10,270

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
56,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,542

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
165,006

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
56,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
155,091

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
36,759

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
4,290

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
1,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
6,020

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２，１月分）
7,126
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について（１月分）
15,604

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１月分）
2,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成26年3月）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成26年3月）の支出について
68,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
22,488

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
396,289

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
113,175

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
8,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
11,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（１月分）
4,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（１月分）
1,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車とバス）の支出について（１月分）
2,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区地域福祉アクションプラン事業用カラー用紙（Ａ４クリーム）外６点の購入経費の支出について
20,834

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,922

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,975

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について
2,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
18,778

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
12,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１月分）
640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（２月分）
212,670

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（１月分）
189,905

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 口座振替不能による報償金の再支出について（平成２５年１２月分）
23,527

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 障がい者・高齢者福祉業務用天王寺区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議研修会の講師謝礼金の支出について
14,660

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
16,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・診断書料の支出について（１月分）
5,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１２月分）
223,570

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
3,544

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助の支出について（１月分）
3,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 うつ病の家族教室講師料の支出について
21,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 うつ病の家族教室講師料の支出について
21,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
211,692

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
66,110

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発活動事業用精神保健福祉講演会講師料の支出について
15,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月後半分）
1,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月後半分）
2,790

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月後半分）
1,975

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月後半分）
10,382

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年２月後半分）
10,319

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育てナビゲーション事業用缶バッチマシーンの購入経費の支出について
50,232

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,150

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
846

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,400
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,102

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２６年２月分）
48,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 各種事業実施（歯科健康相談）に伴う歯科衛生士報償金の支出について（平成２６年２月分）
6,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベントにかかる消耗品購入経費の支出について
29,925

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,651

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,041

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（２月２１日実施分）
10,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
210

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
420

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２５年度第４四半期分民生委員・児童委員費用弁償の支出について
728,775

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（１月分）
9,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２５年度第４四半期分民生委員・児童委員費用弁償の支出について
686,275

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成26年3月）の支出について
1,511,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（２月分）
34,650

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
4,095

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（２月分）
67,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
10,437

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
5,050

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
5,670

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
32,629

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
28,804

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
14,705

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
36,941

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
16,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（２月分）
22,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について(１月分）
1,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（２月分）
2,620

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（胸椎装具）の支出について（２月分）
54,435

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,150

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１１月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
2,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 口座振替不能による報償金の再支出について（平成２６年１月分）
23,527

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,620

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
16,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
207,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,130

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
4,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
1,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
17,844

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
9,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１，２月分）
67,560

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１１，１２月分）
4,066

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費４月分の支出について
11,000,000
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
5,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費４月分の支出について
6,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費４月分の支出について
200,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（２月分）
32,252

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
24,738

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
41,010

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１１月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（２月分）
21,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（２月分）
44,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
4,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
2,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費４月分の支出について
300,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（２月分）
212,170

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 天王寺ふれあいスポーツ事業「区民ボッチャ大会」実施にかかる会場使用料の支出について
24,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出についてて
920

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出についてて
1,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出についてて
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出についてて
2,380

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について
470,514

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費の支出について
174,133

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出についてて
920

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 口座振替不能によるこども医療費助成事業用医療費の再支出について
6,756

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について
249,622

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について
650

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について
9,746

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月前半分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 天王寺区版子育てナビゲーション事業用子育て情報紙作成・印刷にかかる経費の支出について
187,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
19,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
2,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（２月分）
33,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
1,733

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
5,981

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
30,888

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（ストーマ用装具）の支出について（１２月分）
10,585

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（２月分）
17,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（左股装具）の支出について（２月分）
47,071

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（頚椎装具）の支出について（２月分）
11,227

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
340

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
3,210

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
340

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月前半分）
5,922

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月前半分）
2,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月前半分）
825

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２６年２月分）
250,430

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月前半分）
7,998
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月前半分）
525

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用「独居高齢者等見守りサポーター事業」地域ボランティアリーダーに対する謝礼の支出について（平成２６年１月分）
22,749

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２６．２月利用分）
882

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年２月分）の支出について
23,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２６年１月分及び２月分）
166,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
16,686

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
50,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障害者住宅改修費給付事業にかかる給付助成額の支出について
70,128

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年２月分）の支出について
27,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・２月分）
136,930

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・２月分）
46,035

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
9,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
38,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
1,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
8,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
5,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
3,774

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
6,562

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１，２月分）
7,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（３月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡フレーム）の支出について（３月分）
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車とバス）の支出について（２月分）
5,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（３月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（３月分）
5,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
4,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（３月分）
37,698

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（２月分）
196,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
80

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
6,310

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（２月分）
18,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（２月分）
10,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（２月分）
10,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
840

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
116,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年２月分）の支出について
33,225

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年２月分）の支出について
27,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 家庭的保育事業用保育ママ事業の業務委託経費の支出について【ＴＯＴ（トット）保育ママ　2月分】
1,101,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 家庭的保育事業用保育ママ事業の業務委託経費の支出について（保育ママあかつき　2月分）
1,069,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 家庭的保育事業用保育ママ事業の業務委託経費の支出について（かのん保育ママ　2月分）
1,118,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２６年２月分）の支出について
36,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
15,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用付箋外２４件の購入の支出について
30,030

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２６年２月分）
34,440
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納（受取人払）郵便料金の支払いについて（平成２６年２月分）
11,410

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納（受取人払）郵便料金の支払いについて（平成２６年１月分）
7,210

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用付箋外２４件の購入の支出について
11,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納（受取人払）郵便料金の支払いについて（平成２６年２月分）
950

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納（受取人払）郵便料金の支払いについて（平成２６年１月分）
2,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２６年２月分）
3,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２６年２月分）
390

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　使用料 こどもの防犯に向けたまちづくり事業用防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成２６年１月分）
38,745

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 危機管理課　事務用複写機　１月分コピー代金の支出について
11,870

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 収容避難所整備事業　避難所備蓄物資（折り畳み式簡易トイレテント）購入にかかる経費の支出について
252,000

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区家具転倒防止器具取付事業　家具転倒防止器具（H26年１月分）にかかる支払いについて
65,712

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 市民協働型自転車利用適正化事業用自転車免許証の作成にかかる経費の支出について
45,160

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全パトロール事業用レインコートの購入にかかる経費の支出について
75,600

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ26年２月分）
3,883

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務委託の支出について（１月分）
106,400

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練事業用　味原地域避難所開設・運営訓練にかかる啓発物品及び消耗品にかかる経費の支出について
53,896

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災計画印刷・配付事業用　Ｂ５用紙購入にかかる経費の支出について
30,450

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　使用料 こどもの防犯に向けたまちづくり事業用防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成２６年２月分）
38,745

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区防災計画印刷・配付事業　天王寺区防災ハンドブック（防災計画　概要版）印刷にかかる経費の支出について
1,430,625

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
200

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年3月分地域安全防犯業務用携帯電話使用料の支出について
12,789

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
80

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
7,840

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
1,280

天王寺区役所 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
1,200

浪速区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年1月分）の支出について
5,066

浪速区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年1月分）の支出について
6,411

浪速区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年1月分）の支出について
6,968

浪速区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年1月分）の支出について
82,989

浪速区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成26年2月分）の支出について
12,278

浪速区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年1月分）の支出について
15,970

浪速区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用自転車の購入経費の支出について
197,400

浪速区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区広報紙（26年2月号）新聞未購読世帯への配付業務に係る経費の支出について
85,756

浪速区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査にかかる指導員報償金の支出について
34,250

浪速区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金（26年2月分）への繰入金の支出について
11,800

浪速区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金（26年2月分）への繰入金の支出について
3,468

浪速区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
752

浪速区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
4,480

浪速区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
20,770

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用事務用品等（パンフレットスタンド外3点）の購入経費の支出について
59,774

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種事務用事務用品（ファイルワゴン外5点）の購入経費の支出について
257,229

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎管理用蛍光灯の購入経費の支出について
143,850

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 自転車置き場重量シャッター修理工事の実施経費の支出について
79,065

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 簡易専用水道水質検査業務の実施経費の支出について
8,400

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員派遣業務委託実施経費の支出について（平成26年2月分）
169,295

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）の実施経費の支出について（平成26年2月分）
11,135

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区庁舎管理用機械警備機器保守点検の実施経費の支出について（平成26年2月分）
24,150
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浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について（平成26年2月分）
419,020

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成26年2月分）
26,763

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
29,505

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用事務用品等（パンフレットスタンド外3点）の購入経費の支出について
109,494

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙常時事務用トナーの購入経費の支出について
16,632

浪速区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　印刷製本費 大阪市長選挙事務用周知ビラの作成経費の支出について
18,375

浪速区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（26年2月分）の支出について
740

浪速区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（26年2月分）の支出について
2,000

浪速区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区広報紙（26年3月号）企画編集及び印刷業務委託の経費の支出について
577,773

浪速区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校）
56,120

浪速区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用　事務用品（デジカメラ外9点）の購入経費の支出について
56,437

浪速区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　平成25年度浪速区区政会議会議録作成業務に係る経費の支出について（契約確定）
39,060

浪速区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙にかかる投開票事務用消耗品の購入経費の支出について
80,128

浪速区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙にかかる投開票事務用消耗品の購入経費の支出について
33,684

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年２月分）の支出について
10,296

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年２月分）の支出について
8,226

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年２月分）の支出について
6,837

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年２月分）の支出について
97,010

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（26年2月分）の支出について
4,585

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年2月分）の支出について
2,660

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年2月分）の支出について
3,920

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年2月分）の支出について
200

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成26年2月分）の支出について
20,436

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料（平成26年2月分）の支出について
85,400

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年2月分）の支出について
105

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成25年2月分）
1,720

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度浪速区広報紙（26年3月号）新聞折込広告業務委託に係る経費の支出について
139,971

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区広報紙（26年3月号）新聞未購読世帯への配付業務に係る経費の支出について（契約確定）
89,582

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成25年2月分）
480

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用及び大阪市長選挙事務用後納郵便料（平成26年2月分）の支出について
1,980

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用及び大阪市長選挙事務用後納郵便料（受取人払い）（平成25年8月分及び平成26年2月分）の支出について
95

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用及び大阪市長選挙事務用後納郵便料（平成26年2月分）の支出について
4,490

浪速区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用及び大阪市長選挙事務用後納郵便料（受取人払い）（平成25年8月分及び平成26年2月分）の支出について
3,420

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（３月分）の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（３月分マル退）の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
7,002

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
141,561

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
57,606

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所住民情報事務用書類搬送設備にかかる保守点検業務委託経費の支出について(第３回・完納分)
26,670

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
528,379

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,034,017

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 人口動態調査用レターケースの購入経費の支出について
9,240

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
10,730

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
47,910

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払後納郵便料（２月分）の支出について
22,915

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（２月分）の支出について
17,046

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
1,050,175
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浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払後納郵便料（２月分）の支出について
18,685

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払後納郵便料（２月分）の支出について
8,305

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 なにわ安全・安心まちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
98,700

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（２月分）の支出について
10,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画事業用消耗品費の購入経費の支出について
48,457

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進支援事業用物品の購入経費の支出について
42,420

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区防災訓練実施事業用物品の購入経費の支出について
39,375

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市立浪速区民センター備品（ホール用椅子）の購入経費の支出について
264,600

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度　スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
124,800

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 浪速区まちづくり活性化事業「イベント特別優遇エリア（イベント得区）」にかかる諮問委員報酬の支出について
42,600

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　カラーＰＰＣ用紙（水色）外5点の買入れにかかる経費の支出について
46,252

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　コーンバー外２点の買入及び同経費の支出について
31,500

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について
23,100

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度はぐくみネット事業および学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について（難波元町小学校）
10,838

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度浪速区こどもカーニバル人権啓発コーナーにかかる配付物品の作成経費の支出について
59,640

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度はぐくみネット事業および学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について（難波元町小学校）
14,173

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（平成２６年２月分）
40,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 浪速区商業観光調査（夜市調査）事業にかかる東京都への出張経費の支出について
74,320

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 浪速区商業観光調査（夜市調査）事業にかかる福岡県への出張経費の支出について
117,870

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通事故をなくす運動啓発用のぼり旗・のぼり旗用ポールの買入経費の支出について
57,330

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 新世界＆天王寺動物園百年祭関連チラシ収容手さげポリ袋の制作費の支出について
105,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年２月分）
1,765

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年２月分）
6,529

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度浪速区第３７回浪速区こどもカーニバルの実施および講師料経費の支出について
51,300

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（難波特別支援学校）
8,600

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度浪速区はぐくみネット事業にかかる消耗品購入経費の支出について（塩草小学校・敷津小学校）
64,963

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
318,150

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度人権啓発事務用消耗品経費の支出について
30,550

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 新世界＆天王寺動物園百年祭事業にかかる消耗品（ラミネートフィルム外６点）の購入経費の支出について
27,864

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる消耗品購入及び同経費の支出について
120,251

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通事故をなくす運動啓発用ハンカチの買入経費の支出について
119,385

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダーの育成事業用物品の購入経費の支出について
293,842

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について
48,195

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度自転車対策業務にかかる公募型企画競争（プロポーザル方式）における審査委員報酬の支出について
11,100

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度浪速区はぐくみネット事業にかかる消耗品購入経費の支出について（栄小学校）
42,945

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について(２月分)
213,108

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度人権啓発事業にかかる広報紙「じんけん57」の作成にかかる経費の支出について
83,989

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度はぐくみネット事業にかかる広報紙作成経費の支出について（難波元町小学校）
42,630

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度はぐくみネット事業にかかる広報紙作成経費の支出について（恵美小学校）
59,850

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
7,840

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年２月分）
1,570

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年２月分）
1,680

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年２月分）
90

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
1,400

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
260

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
80

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年２月分）
360

浪速区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託の経費の支出について（2月分）
455,328
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（療育手帳交付事業用　１１月分）
990

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（児童手当業務用　１２月分）
760

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・３月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・３月分）の支出について
180,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（介護保険業務用　１１月分）
787

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（成年後見（高齢）事業用　１１月分）
414

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代）１月分の支出について
9,240

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）６・１・２月分の支出について
15,170

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）１月分の支出について
5,145

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１・２月分の支出について
92,220

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代・治療材料代）２月分の支出について
147,177

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）１２月分の支出について
24,140

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１月分の支出について
1,040

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１２・１月分の支出について
18,900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉課事務用備品購入経費の支出について
339,045

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
2,142

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
1,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年２月支払分）
303,480

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（養育費相談研修事務用　１２月２０日分）
400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年２月支払分）
23,127

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年２月支払分）
755,195

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年２月支払分）
271,066

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１、２月分の支出について
566,160

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,243

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健担当食育等事業用消耗品の購入について
35,700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
155

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
134

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
4,162

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,485

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
1,790

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
8,700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,140

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年１月分行旅死亡人葬祭委託料、２件分の支出について
341,566

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,126

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（妊娠検査料）１月分の支出について
30,100

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）１月分の支出について
19,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１２月～平成２６年２月分の支出について
379,390

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）１１～２月分の支出について
144,154

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１・２月分の支出について
47,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２５年１２月、平成２６年１、２月分の支出について
1,080,160

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健業務用消耗品（養生テープ外18点）の購入経費の支出について
15,554

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務用消耗品（養生テープ外18点）の購入経費の支出について
5,820

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健業務用消耗品（養生テープ外18点）の購入経費の支出について
7,697

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健業務用消耗品（養生テープ外18点）の購入経費の支出について
18,920

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 子育て支援事業用子育てママのリフレッシュ講座にかかる報奨金の支出について（２月１２日、１９日、２６日分）
127,800
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康増進事業用クリアファイル印刷経費の支出について
60,900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
55,650

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
19,278

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
57,697

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
18,060

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２５年度民生委員費用弁償（第４四半期）の支出について
937,325

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品購入経費の支出について
41,685

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310220130号
78,589

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310330003号
16,686

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置業務にかかる葬祭措置費の支出について
192,590

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）１０月分の支出について
19,685

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）１月分の支出について
44,020

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１・２月分の支出について
38,650

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１０・２月分の支出について
39,380

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）４～６月分の支出について
2,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）１・２月分の支出について
161,416

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２５年度児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
894,825

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診に係る報償金の支出について（平成２６年２月分）
140,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1310120263号
154,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1310130011号
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1210120435号
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）１・２月分の支出について
335,925

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１２～２月分の支出について
214,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて
48,540

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（２月分）
29,460

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域子育てサポートネットワーク事業にかかる企画提案会報奨金の支出について（３月３日分）
43,580

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
80,673

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
39,870

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
1,725

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
11,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
38,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
11,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１～３月分の支出について
524,946

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）２月分の支出について
168,110

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１２～３月分の支出について
94,640

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 災害時要援護者の実態把握による地域見守り活動サポート事業にかかる企画提案会報奨金の支出について（３月６日分）
37,900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 浪速区親子フェスタえほん展にかかる報償金の支出について（３月７日分）
17,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費（平成２６年３月６日支給決定分）口座振替不能の再支給について
282,360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）２月分の支出について
29,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１２月～平成２６年２月分の支出について
239,840

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）２月分の支出について
1,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１、２月分の支出について
1,058,325

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
462

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,640

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320134号
32,589

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320133号
36,245

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310220131号
8,343
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320122号
78,980

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320129号
9,270

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310220119号
473,336

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320132号
4,429

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
47,943

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1310120232号
16,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
237,543

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
32,850

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 住宅支援給付事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
2,274

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）１・２月分の支出について
289,700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
9,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）６・７・２月分の支出について
3,220

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１２～３月分の支出について
53,250

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）２・３月分の支出について
116,810

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
8,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,019

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について（平成２６年１月分）
15,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（３月分）の支出について
2,881,313

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－２）
1,741

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
924

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－２）
6,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－２）
1,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１～３月分の支出について
488,762

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分（定例）
27,082,729

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分（定例）
13,781,145

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分（定例）
374,460

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）１２・２月分の支出について
121,602

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）２月分の支出について
8,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１・２月分の支出について
24,750

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１～３月分の支出について
47,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）１２・３月分の支出について
155,402

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分（定例）
300,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
8,504

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 民連事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
6,690

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
560

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,980

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健事業用消耗品（カラーペーパー外５点）の購入経費の支出について
2,950

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健事業用消耗品（カラーペーパー外５点）の購入経費の支出について
2,730

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健事業用消耗品（カラーペーパー外５点）の購入経費の支出について
8,190

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）３月分の支出について
75,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）２月分の支出について
19,920

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）２・３月分の支出について
102,895

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
2,100

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について
5,450

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援事業用消耗品購入経費の支出について
236,880

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
19,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年３月支払分）
240,585
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320137号
78,320

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320135号
39,758

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310320125号
55,414

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
163,360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
95,060

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1210120784号
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
113,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第1310130012号
23,568

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
295,567

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年３月支払分）
40,914

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（妊娠検査料）２月分の支出について
14,490

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１０月、平成２６年１～３月分の支出について
322,378

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年６、１２月～平成２６年１～３月分の支出について
143,152

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）３月分の支出について
49,350

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）２、３月分の支出について
105,866

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）２月分の支出について
68,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）２月分の支出について
34,950

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）２・３月分の支出について
18,250

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助金（法外援護費）１、２月分の支出について
105,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助金（文書料）１、２月分の支出について
12,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１～３月分の支出について
1,887,015

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年２、３月分の支出について
851,040

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－３）
5,452

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 介護予防事業用介護予防チラシ印刷経費の支出について
4,347

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年３月支払分）
158,968

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年３月支払分）
15,825

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用図書購入経費の支出について
3,900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防事業用介護予防チラシ印刷経費の支出について
68,103

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（福祉事務所運営費用　１２月～２月分）
2,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（ドメスティックバイオレンス対策事業及び母子生活支援施設入所事業用　２月分）
320

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（災害時要援護者の実態把握による地域見守りサポート事業用　２月分）
1,520

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 介護保険事務用複写機コピー代の支出について（２月分）
21,515

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,280

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
1,110

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
8,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（障がい事業用　９月～２月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（障がい者福祉担当職員研修用　１１月分）
774

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（障がい者虐待事業用　１２月分）
414

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（障がい事業用　９月～２月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
10,640

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
11,980

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分受取人払）の支出について
86,543

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（老人保護業務用　２月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
2,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,600
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
2,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
17,140

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
223,005

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
310,440

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１２月分の支出について
1,580

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
1,310

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
280

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
320

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
1,580

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
160

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分受取人払）の支出について
25,852

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
5,010

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
87,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
980

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（ドメスティックバイオレンス対策事業及び母子生活支援施設入所事業用　２月分）
210

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
8,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
6,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
240

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
30,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の委託にかかる委託料の支出について（２６年２月分）
578,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
8,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
40,920

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
3,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
7,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
4,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
2,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（介護保険業務用　２月分）
387

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
29,330

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（２月分受取人払）の支出について
9,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
12,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（高齢者虐待事業用　１月分）
400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（高齢福祉事業用　１２月～２月分）
774

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
400

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２６年１月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
58,353

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年１月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,524,987

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成２６年１月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
343,997

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
9,750

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年2月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
382,482

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年2月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
67,497

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　印刷製本費 選挙常時啓発用西淀川区投票区域図の作成にかかる経費の支出について
54,600

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 西淀川区役所衛生害虫当駆除業務にかかる経費の支出について
2,633

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大阪市西淀川区広報紙新聞折込業務経費の支出について(26年3月号)
379,329

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区役所衛生害虫当駆除業務にかかる経費の支出について
31,641
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西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年２月分　区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契）
396,900

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用印刷機の購入にかかる経費の支出について
105,000

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川区役所衛生害虫当駆除業務にかかる経費の支出について
5,626

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について　平成26年2月分
155,054

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について(平成26年3月号)
245,700

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区役所受水槽・汚水槽・雑排水槽清掃業務にかかる経費の支出について
255,255

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)(西淀川区役所)長期借入にかかる経費の支出について　平成26年2月分
55,314

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について　平成26年2月分
9,240

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について　平成26年2月分
9,898

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川区役所受水槽・汚水槽・雑排水槽清掃業務にかかる経費の支出について
45,045

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分)
540

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分)
1,940

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
300

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年2月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出につて
5,670

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年2月分　産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる経費の支出について
5,617

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（選挙事務用２月分）
6,240

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西淀川区マスコットキャラクター「に～よん」ストラップ製作費の支出について
105,000

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西淀川区マスコットキャラクター「に～よん」ストラップ製作費の支出について
105,000

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について(26年3月号)
380,755

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分　人事総務課他３担当分コピー代金の支出について
68,907

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分　人事総務課他３担当分コピー代金の支出について
6,178

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 ボイスコール発券機のＣＰＵ基板修繕にかかる経費の支出について
148,365

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコンシステム用　平成２６年２月分データ通信料の支出について
4,758

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人事総務課（企画調整グループ）用及び小中学校連携や学力向上策についての学校協議会連携事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
2,400

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人事総務課（企画調整グループ）用及び小中学校連携や学力向上策についての学校協議会連携事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
1,040

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 受水槽・汚水層・雑排水槽に伴う産業廃棄物処分業務(2回目)にかかる経費の支出について
15,619

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 受水槽・汚水層・雑排水槽に伴う産業廃棄物処分業務(2回目)にかかる経費の支出について
2,756

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２６年２月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
57,972

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポータ―事業にかかる報償金の支出について（平成26年2月分）
244,500

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民相談事業用区民モニターアンケート調査業務にかかる報償金の支出について
105,500

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年２月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,514,846

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民相談事業用FAX回線使用料の支出について（平成２６年２月分）
2,710

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月・２月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
90

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月・２月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
3,620

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分　一般事務用電話使用料の支出について
20,436

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
11,604

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民相談事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
41,830

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区外国語版ホームページ翻訳・更新業務費用の支出について
197,400

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年２月分）の支出について
630

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年２月分）の支出について
5,490

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成２６年２月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
331,163

西淀川区役所 人事総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年２月分）の支出について
4,640

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域活動支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
4,580

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業「生涯学習フェスタ」における資材の運搬等にかかる経費の支出について
52,500

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大野川緑陰道路一斉清掃事業用ごみ袋外2点の購入にかかる経費の支出について
71,715

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 スポーツ推進委員にかかる報酬（下半期）の支出について
187,200

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）工業・地域安全・コミュニティ育成
1,160

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）工業・地域安全・コミュニティ育成
500
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西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）工業・地域安全・コミュニティ育成
6,360

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年PTA・社会教育関係団体対象学習会「淀中ブロック人権問題学習会」（川北小学校ＰＴＡ）にかかる講師謝礼金の支出について
6,200

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業第15回生涯学習フェスタ（地域連携）にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「いのちの授業」（柏里小学校ＰＴＡ）にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「ＣＡＰ大人ワークショップ」（香簑小学校ＰＴＡ）にかかる講師謝礼金の支出について
26,560

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 工業活性化事業用　住宅地図大阪市西淀川区ファイル判（Ｂ４）の購入にかかる経費の支出について
10,972

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業「区民のつどい」青少年育成功労者表彰用賞状額縁購入にかかる経費の支出について
9,114

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去活動事業用ビニールシートの購入にかかる経費の支出について
105,000

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「ＣＡＰ」（出来島小学校ＰＴＡ）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年PTA・社会教育関係団体対象学習会「キッズいわきとあそぼう」（大和田幼稚園ＰＴＡ）にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業　地域安全対策プロジェクト用　携帯電話使用料（２月分）の支出について
6,796

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「命の授業」（出来島小学校ＰＴＡ）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用インクカートリッジほか４５点の購入にかかる経費の支出について
206,587

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去活動事業用厚口コート紙外５点の購入にかかる経費の支出について
85,890

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域活動支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
1,220

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用平成２６年３月分歌島公園種花広場電気使用料の支出について
358

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「ＣＡＰ大人ワーク」（御幣島小学校ＰＴＡ）にかかる講師謝礼金の支出について
26,560

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用ビオラ外７点の購入にかかる経費の支出について（憩いの花壇づくり）
28,350

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用ビオラ外１２点の購入にかかる経費の支出について（憩いの花壇づくり）
94,626

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用、充電式ブロア外１点の購入にかかる経費の支出について
107,100

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用ジニアプロフュージョンコーラルピンク外１５点の購入にかかる経費の支出について（憩いの花壇づくり）
46,830

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 工業活性化事業用　養生テープ外５点の購入にかかる経費の支出について
43,291

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 工業活性化事業用　封筒印刷　長形３号の購入経費の支出について
17,010

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用アルミ一輪車外９点の購入にかかる経費の支出について（憩いの花壇づくり）
62,863

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用プランターの購入にかかる経費の支出について（拠点緑化）
47,250

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境美化・緑化啓発用クリヤーホルダーの購入にかかる経費支出について
105,000

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 防犯事業用デザイン腕章の購入にかかる経費の支出について
303,660

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西淀川区公募事業の事業者選定委員会にかかる報償金の支出について
18,540

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
560

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（２６年２月分）
3,221

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（２６年２月分）
3,134

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（２６年２月分）
5,597

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用レンガ鏝外１３点の購入にかかる経費の支出について（憩いの花壇づくり）
190,459

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（２６年２月分）
5,844

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（２６年２月分）
1,853

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子ども見守り活動ワークショップ事業用消耗品透明ビニールシート外８点の購入にかかる経費の支出について
287,122

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（２６年２月分）
1,764

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（２６年２月分）
1,039

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 街頭犯罪撲滅事業用　ひったくり防止カバー購入経費の支出について
92,400

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
1,600

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
220

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
200

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
14,920

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
3,200

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
855

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
170

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
1,520

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 自律的な地域運営を支援するための活動補助金の支出について
134,578
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西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（２６年２月分）
8,820

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 まちづくり推進事業コピー代金の支出について（２６年２月分）
1,917

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
90

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
6,040

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年３月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年３月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金負担金の支出について
537,855

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２６年１月分）
2,853,900

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
421,450

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 葬祭費負担金の支出について
800,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
21,714

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
49,076

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
1,870

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
340

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント事業用手形色紙の購入にかかる経費の支出について
332,850

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
2,580

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用　事務用品購入にかかる経費の支出について
126,605

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
22,809

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
9,816

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
2,853,900

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
78,370

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
8,115

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
20,654

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
73,532

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
59,223

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
469,414

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
109,729

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
71,224

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）３月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）３月分の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
127,613

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費（教育扶助金）の支出について
57,570

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 福祉用具費（介護扶助金）の支出について
7,153

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 非指定医療機関診療報酬費（医療扶助金）の支出について
39,110

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
138,675

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
93,560

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
2,100

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
207,970

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・障がい児施設給付費の支払いについて
2,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・障がい児施設給付費の支払いについて
2,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
2,700

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
102,970

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費（教育扶助金）の支出について
18,588

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
29,450

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
83,268
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西淀川区役所 福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
651,280

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
473,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,905

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,836

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,307

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
234,799

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,270

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,244

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 引越代（生活扶助金）の支出について
46,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
31,060

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費３月分の支出について
2,511,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度　高齢者住宅改修費給付事業にかかる給付金の支給について
167,076

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉  社会復帰相談指導・家族教室 事業用　講師謝礼２月分にかかる経費の支出について
39,580

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
41,530

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 住宅工事代（住宅扶助金）の支出について
12,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費（教育扶助金）の支出について
632,945

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 住宅改修・福祉用具費（介護扶助金）の支出について
12,674

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
45,860

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
42,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
85,390

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
1,320

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
480

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
2,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
2,945

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
1,200

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
702

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
3,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる鑑定費用の支払いについて
30,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
3,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
157,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,680

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,480

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修費の支出について
131,376

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年　2月分　地域生活支援事業用携帯電話使用料の支出について
2,594

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年３月　重度障害者医療助成にかかる償還払の支出について
1,415,148

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年３月　一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
745,911

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成26年4月分の支出について
16,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
12,290

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成26年4月分の支出について
8,500,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成26年4月分の支出について
200,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費（教育扶助金）の支出について
212,352

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　平成26年3月分の支出について（追加）
15,675

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 住宅改修・福祉用具費（介護扶助金）の支出について
7,288

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 訪問看護料（医療扶助金）の支出について
825
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西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
34,950

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
16,320

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
21,740

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成26年4月分の支出について
200,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成26年3月分の支出について（追加）
2,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
439,010

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年３月こども医療助成にかかる償還払の支出について
1,123,356

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年３月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
126,055

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度（第4四半期）民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について
1,052,850

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度（第4四半期）民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について
999,100

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護システム用プリンタートナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
40,425

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
1,280

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 地域福祉活動連絡会での講演会の実施と同経費の支出について
19,180

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
65,575

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
220,915

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
92,710

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,110

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
268,934

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,480

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
424,190

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
199,760

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
3,080

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
144,580

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
354,076

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年３月５日発見の行旅死亡人にかかる葬祭費用の支出について
128,558

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
7,250

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
25,956

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
100,443

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
359,416

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
129,580

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
7,107

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書・手術料（医療扶助金）の支出について
63,850

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
97,920

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
37,304

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
26,220

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららみてじま保育園）（２月分）
524,890

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららひめじま駅前保育園）（２月分）
1,007,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママゆりかごハウス）（２月分）
1,057,450

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
40,235

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
10,496

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
10,210

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用　コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
26,170

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
42,545

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
37,230

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
4,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費2月請求分の支出について
8,000

西淀川区役所 保健課 平成26年03月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 背のばしベンチほか５点買入にかかる経費の支出について（すこやかで長生き身近なところでいつでもひとりでも健康づくり事業）
2,005,500
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西淀川区役所 保健課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
23,298

西淀川区役所 保健課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分小口支払基金の繰入について
13,724

西淀川区役所 保健課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年２月分小口支払基金の繰入について
6,854

西淀川区役所 保健課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
13,860

西淀川区役所 保健課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年２月分発達障がい児童・保護者ピア・カウンセリング事業用報償金の支出について
26,660

西淀川区役所 保健課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年１月分発達障がい児童・保護者ピア・カウンセリング事業用報償金の支出について
50,280

西淀川区役所 保健課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年）事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
1,417

西淀川区役所 保健課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度ＢＣＧ予防接種事業用　２月分従事医師報償金の支出について
24,270

西淀川区役所 保健課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年）事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
13,251

西淀川区役所 保健課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年２月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
408,650

西淀川区役所 保健課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年）事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
6,510

西淀川区役所 保健課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分市内出張交通費の支出について
700

西淀川区役所 保健課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分市内出張交通費の支出について
5,840

西淀川区役所 保健課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分市内出張交通費の支出について
840

西淀川区役所 保健課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
136,500

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年３月分発達障がい児童・保護者ピア・カウンセリング事業用報償金の支出について
26,660

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 全自動血圧計の購入にかかる経費の支出について
19,950

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
1,360

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
80

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２６年２月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
1,837

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 全自動血圧計の購入にかかる経費の支出について
111,300

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 オフィスシュレッダーの購入にかかる経費の支出について
152,250

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
260

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
800

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
2,000

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
9,840

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
3,850

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
410

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
17,985

西淀川区役所 保健課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 備品購入費　機械器具費 妊婦教室にかかる備品購入にかかる経費の支出について
73,920

淀川区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（1月分）
1,284,409

淀川区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（1月分）
1,628,017

淀川区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（２月分）
149,713

淀川区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（２月分）
1,855,876

淀川区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
420

淀川区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（２月分）
490,000

淀川区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託料の支出について（２月分）
121,283

淀川区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市淀川区役所自動扉設備点検整備業務委託料の支出について（第４回）
36,750

淀川区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所宿直員用寝具借入契約の締結並びに同経費の支出について（２月分）
9,660

淀川区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入契約にかかる経費の支出について（２月分）
3,780

淀川区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
377

淀川区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
13,065

淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（２月分）
20,356

淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（２月分）
6,182

淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（２月分）
7,954

淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（健康づくり）事務用コピー代の支出について（２月分）
33,753

淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所旧庁舎管理にかかる電気代の支出について（１月分）
6,033

淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所旧庁舎管理にかかる電気代（分館）の支出について（１月分）
355
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淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（２月分）
166,490

淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度淀川区役所庁舎の機械警備の実施および同経費の支出について（２月分）
73,500

淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年度工業統計調査にかかる調査員報償金の支出について
1,044,530

淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（２月分）
5,666

淀川区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務並びに大阪市長選挙における郵便料金（一般後納）の支出について（２月分）
800

淀川区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務並びに大阪市長選挙における郵便料金（一般後納）の支出について（２月分）
20,150

淀川区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務並びに大阪市長選挙における郵便料金（一般後納）の支出について（２月分）
6,370

淀川区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２５年度８～２月分）
97,850

淀川区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（2月分）
225,310

淀川区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（2月分）
1,562,862

淀川区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 三国東地区土地区画整理審議会委員報酬の支払について（平成26年2月24日開催分）
120,765

淀川区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 河川清掃活動用ごみ袋外２点の買入経費の支出について
15,645

淀川区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用スキャナーの買入経費の支出について
17,010

淀川区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
10,383

淀川区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料の支出について（２月分）
24,987

淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
470

淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２５年度８～２月分）
33,025

淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２５年度８～２月分）
150,385

淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用事務用品の買入経費の支出について
8,531

淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（2月分）
1,254,413

淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 淀川区役所機械室排水溝補修工事の実施ならびに同経費の支出について
52,500

淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について（２月分）
19,596

淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 総務課用事務用品の買入経費の支出について
45,439

淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（2月分）
1,623,728

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 ひったくり防止カバーの購入経費の支出について
154,350

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（十三小学校区）の支出について（第２回）
10,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 絵本展「ものがたりのちから」にかかる広報物等作成経費の支出について
127,050

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区企業人権講演会における講師謝礼金の支出について
30,530

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第４０回淀川区新春たこあげ大会の報告書印刷にかかる経費の支出について
15,750

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 女性犯罪対策にかかる反射板付ホイッスル外１点の購入経費の支出について
203,364

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費の支出について（6回目）
42,506

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害備蓄用生理用品の買入経費の支出について
368,676

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保存用飲料水（淀川区役所）の買入経費の支出について
485,100

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災備蓄物資の充実事業に係るおむつ（幼児用）の買入経費の支出について
85,365

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 津波避難訓練に係る簡易担架の買入経費の支出について
181,440

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災備蓄物資の充実事業に係るおむつ（大人用）の買入経費の支出について
98,910

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について（１５校区）（第１８回）
80,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立淀川区民センター管理運営業務経費の支出について（１月分）
2,508,881

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
800

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ＩＤカード用ラベル外２点の購入経費の支出について
42,840

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
100

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
525

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,100

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,440

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
320

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ポータブルトイレ用テント（淀川区役所）の買入経費の支出について
640,500

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 カラ―ペーパー外５点の買入にかかる経費の支出について
17,535

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯業務にかかる啓発物品の購入経費の支出について
123,900
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淀川区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大阪市立淀川区民センター３階男子トイレ小便器排水管補修工事にかかる経費の支出について
168,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 LGBT講演「Ｗｈａｔ　ｉｓ　ＬＧＢＴ？　それぞれの愛」における通訳業務にかかる経費の支出について
26,250

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度スポーツ推進委員報酬（１０月～３月分）の支払いについて
268,800

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（十三小学校区）の支出について（第３回）
15,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 サルビア外８点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
26,460

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進デー普及事業にかかるデザイン腕章の購入経費の支出について
223,146

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（２月分）の支出について
55,731

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分①）
1,440

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
500

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
2,960

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
1,840

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
720

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分①）
800

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
390

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
2,340

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
1,200

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
10,160

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
2,560

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分①）
320

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
320

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年2月分の料金後納郵便料金支出について
3,840

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 「自転車盗発生現場」ステッカーの購入経費の支出について
134,400

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 地域防犯活動にかかる啓発シールの購入経費の支出について
115,500

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車啓発用ポケットティッシュ買入経費の支出について
60,480

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ダブルダッチ出前講座にかかる講師謝礼の支出について(平成26年2月実施分)
23,230

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「淀川区の子どもの泳力向上支援事業」業者委託先選定にかかる選定委員報酬の支出について
15,600

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災備蓄物資の充実事業に係るミルクアレルギー対応粉ミルクの買入経費の支出について
51,408

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災備蓄物資の充実事業に係る保存用ようかんの買入経費の支出について
374,409

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
25,200

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（田川小学校区）の支出について（第１回）
12,400

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（野中小学校区）の支出について
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災備蓄物資の充実事業に係る収容避難所用アルファ化米の買入経費の支出について
394,800

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「安全マップ付下敷き」の作成経費の支出について（地域安全対策業務）
373,800

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 淀川区地域活動協議会補助金にかかる支出について
106,500

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター指定管理予定者選定会議にかかる報償金の支出について（第１～３回分）
204,360

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２６年３月請求分）
244,500

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災備蓄物資の充実事業用携帯トイレの買入経費の支出について
327,600

淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 組立式ポータブルトイレ外１点（淀川区役所）の買入経費の支出について
1,392,300

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料の支払いについて（平成２６年１月分）
3,395,280

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２６年３月分支払資金（一般）の支出について
500,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２６年３月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年３月支給分療養費（一般）の支出について
966

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度３月支給分葬祭費の支出について
400,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度３月支給分出産育児一時金の支出について
289,985

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民年金事務にかかる事務用品の購入経費の支出について
10,552

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
280,115

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（退職）の支出について
7,955

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
73,802
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淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用事務用品の購入経費の支出について
11,203

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住基システム端末用消耗品の購入経費の支出について
178,279

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用事務用品(ゴム印）の購入経費の支出について
12,605

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分２回目）
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・国民年金事業にかかる平成２６年２月分料金後納郵便料の支出について
15,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年２月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
75,710

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・国民年金事業にかかる平成２６年２月分料金後納郵便料の支出について
176,687

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年２月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
41,515

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年２月分料金後納郵便料の支出について
1,062,321

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年３月支給分療養費（一般）の支出について
1,461,989

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年３月支給分療養費（退職）の支出について
44,160

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・国民年金事業にかかる平成２６年２月分料金後納郵便料の支出について
134,095

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・国民年金事業にかかる平成２６年２月分料金後納郵便料の支出について
124,501

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年３月支給分療養費（一般）の支出について
679,961

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料の支払いについて（平成２６年２月分）
3,395,280

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２６年２月分コピー代金（保険）の支出について
9,899

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる事務用品の購入経費の支出について
39,144

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２６年２月分コピー代金（管理）の支出について
11,244

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度３月支給分葬祭費の支出について
500,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度３月支給分出産育児一時金の支出について
335,500

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用事務用品の購入経費の支払について
25,741

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる事務用品の購入経費の支出について
108,738

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度３月支給分葬祭費の支出について
250,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者医療保険事務用市内出張交通費の支出について（2月分）
700

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について
2,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支給について
2,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
6,970

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,640

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,940

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,940

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,510

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）　３月分
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）　３月分
200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 白衣等の洗濯手数料（平成２６年１月分）の支出について
7,986

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
294,884

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
22,894

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,150

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
78,460

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
45,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,670

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
79,619

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
9,450

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,700

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,250

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,780

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
15,370

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
11,480

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ピア・カウンセリング料の支出について（平成２６年２月分）
12,900
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
1,515,876

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
129,380

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
145,686

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
368,330

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬祭委託料の支出について
165,708

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,785

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,310

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
188,725

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉業務担当係長会に係る市内出張交通費の支出について（11月分）
400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
3,900

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
164,716

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
144,290

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ２月分）にかかる医師報償金の支出について
97,080

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 児童手当及び子育て臨時給付金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
282,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用コピー料金（１月分）の支出について
10,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 医療助成給付事務担当係長会に係る市内出張交通費の支出について（6月分）
400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
29,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師にかかる報償金の支出について（１月分）
20,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
559,804

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
140,387

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
881,731

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
237,050

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
19,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
736,956

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,060

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生の食育推進事業「食生活講座」にかかる報償金の支出について
10,620

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,008

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 公用車の法定１２か月点検の実施並びに同経費の支出について
44,625

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
378

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
77,700

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
260,742

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
15,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
126,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
167,080

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
110,272

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
104,055

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
30,745

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
20,870

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
458,635

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会にかかる医師報償金の支払いについて（３回目）
11,360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業費の支出について
300,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
4,360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
41,090

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援用案内板外１３点の購入経費の支出について
3,568

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援用案内板外１３点の購入経費の支出について
33,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 子育て支援用案内板外１３点の購入経費の支出について
11,270

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
18,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
4,232

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,900

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
27,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
688

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
189

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師にかかる報償金の支出について（２月分）
17,840

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙編集委託契約にかかる経費の支出について
109,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師にかかる報償金の支出について（２月分）
8,960

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等データー印外９点の購入並びに同経費の支出について
7,219

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２５年度民生委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,717,975

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
644,109

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
234,932

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
100,450

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,920

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等データー印外９点の購入並びに同経費の支出について
1,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等データー印外９点の購入並びに同経費の支出について
7,350

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２５年度児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,641,725

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用ゴム印調製費の支出について
1,596

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用品の購入経費の支出について
52,185

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
6,790

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
305,439

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
78,750

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
83,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
41,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
16,488

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
14,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
147,718

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
43,750

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,981

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
96,900

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
9,664

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月受取人払、高齢）
190

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,330

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,520

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
2,670

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,764

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
21,680

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
12,030

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
60,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる後納郵便料金の支出について（２月分　障がい交通券受取人払）
77,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる後納郵便料金の支出について（２月分　障がい交通券受取人払）
157,185

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
10,945
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
5,092

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,135

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
416,772

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（2月分）
63,165

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
376,447

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
303,972

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,225

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる後納郵便料金の支出について（２月分　障がい交通券受取人払）
46,740

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
26,072

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
11,350

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,840

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
210

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
88,850

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
29,720

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者虐待防止事業にかかる出張交通費の支出について（12、1月分）
5,190

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
80

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
2,910

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中学生の食育推進事業用カラーペーパーの購入並びに同経費の支出について
9,240

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「中学生の食育事業」リーフレットの作成並びに同経費の支出について
48,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「栄養満点のレシピ」リーフレットの作成並びに同経費の支出について
40,740

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「中学生の食育事業」レシピ集の作成並びに同経費の支出について
67,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 白衣等の洗濯手数料（平成２６年３月分）の支出について
5,218

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度３月分重度障がい者医療費助成の支給について
2,612,572

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
188,047

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
19,330

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度３月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
795,994

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,620

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
64,330

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
220,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年４月分　生活保護費の支出について
28,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年４月分　生活保護費の支出について
13,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年４月分　生活保護費の支出について
200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
28,675

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
38,763

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
14,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
48,570

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
17,950

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
17,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年４月分　生活保護費の支出について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年４月分　生活保護費の支出について
1,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
769,780

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 家庭児童相談業務用玩具の購入経費の支出について
15,950

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度３月分こどもすこやか医療（こども医療）助成の支給について
784,544

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度３月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
238,584

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（３月分）にかかる支出について
3,231,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
400
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
1,010

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
1,040

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当コピー料金2月分の支出について
46,066

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
37,580

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
38,204

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
432,490

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
490

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
470

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
1,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
21,240

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
840

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
8,130

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
255,150

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
8,040

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
6,350

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
2,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
52,495

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
48,461

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
77,965

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（２月分）
616,840

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
25,415

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
9,260

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 独居高齢者等サポート事業にかかる講師料の支出について
12,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 独居高齢者等サポート事業にかかる講師料の支出について
12,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品の購入費の支出について
28,455

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,307

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費返還金（現年度歳出戻入金（１５９条法本庁執行分））の過誤納付による還付金について
60,550

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
118,260

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,920

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
63,036

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品の購入費の支出について
1,470

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ピア・カウンセリング料の支出について（平成２６年３月分）
11,825

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等プリンタートナーの購入並びに同経費の支出について
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等プリンタートナーの購入並びに同経費の支出について
5,319

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
1,302,133

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
114,924

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
63,700

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
255,020

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
39,110

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
181,808

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
185,260

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
3,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
63,395

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
36,600
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
9,450

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
45,475

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
651,375

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年2月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
61,140

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師にかかる報償金の支出について（3月分）
9,860

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等プリンタートナーの購入並びに同経費の支出について
39,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料２月分の支出について
18,140

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料２月分の支出について
9,440

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等プリンタートナーの購入並びに同経費の支出について
4,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい総合支援法区担当者説明会にかかる市内出張交通費の支出について
1,080

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 区分認定審査会委員研修にかかる市内出張交通費の支出について
140

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
3,989

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
114,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
234,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費返還金（現年度歳出戻入金（１５９条法本庁執行分））の過誤納付による還付金について
36,016

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
6,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
135,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,550

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
294,609

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
206,105

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
168,305

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙新聞折込委託契約にかかる経費の支出について
215,225

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援用ＦＡＸ用カートリッジ外１点の購入経費の支出について
37,936

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
1,056,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
1,059,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
581,250

淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品費の支出について（２月分）
6,793

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入について（広報用レターパック買入分）
8,050

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙配付委託契約にかかる経費の支出について（平成26年2月号）
102,203

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 車座会議開催にかかる会館使用料の支出について（三津屋会館）
2,500

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙編集委託契約にかかる経費の支出について（平成26年3月号）
136,500

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ブックエンド外10点（広報事業用）の購入及び同経費の支出について
20,758

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 もと淀川区役所・もと淀川区保健福祉センター跡調査検討業務委託に関する公募型プロポーザル選定委員への謝礼金の支出について
67,280

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 トナー（広報事業用）の購入及び同経費の支出について
79,978

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 液晶ディスプレイ（広報事業用）の購入及び同経費の支出について
24,885

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 スキャナー（広報事業用）の購入及び同経費の支出について
31,080

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 発達障がいや不登校等の子どもサポーター養成事業にかかる公募型プロポーザル（再募集）選定委員への謝礼金の支払いについて
48,015

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 淀川区乗合タクシー運行業務にかかる支出について（１月分）
454,000

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報アンケート用（受取人払）後納郵便料金（2月分）の支出について
1,625

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用（受取人払）後納郵便料金（2月分）の支出について
15,435

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市淀川区役所広報紙印刷業務（平成25年5月号～平成26年4月号）（平成26年3月号）
351,290

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民モニター用図書カードの買入及び同経費の支出について
83,000

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度淀川区広報誌企画編集及びアドバイス業務委託にかかる公募型プロポーザル選定委員への謝礼金の支出について
46,800

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入について（広報用レターパック買入分）
8,050

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙新聞折込委託契約にかかる経費の支出について（平成26年3月号）
430,450

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙配付委託契約にかかる経費の支出について（平成26年3月号）
68,340
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淀川区役所 政策企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事業・広聴事業・広報事業用後納郵便料金（2月分）の支出について
4,520

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（２月分）
4,480

淀川区役所 政策企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（２月分）
105

東淀川区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年12月分市内出張交通費の支出について（総務）
9,210

東淀川区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 東淀川区役所庁舎１階防犯カメラ設置経費の支出について（広聴窓口防犯用）
166,950

東淀川区役所 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年１月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
65,773

東淀川区役所 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
39,780

東淀川区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年２月分電話料金（本区・出張所ひかりＩＰ回線）の支出について
38,415

東淀川区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用バッテリーの購入にかかる経費の支出について
76,650

東淀川区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年２月分電話料金（出張所センター）の支出について
56,789

東淀川区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課（広報））
802

東淀川区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 広報戦略（素案）策定のための調査検討業務委託のプロポーザル方式による選定委員の謝礼の支出について
50,375

東淀川区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用及び選挙経常事務用スイッチングハブ外15点の購入経費の支出について
269,220

東淀川区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成26年２月分）②
30,550

東淀川区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 総務課事務用及び選挙経常事務用スイッチングハブ外15点の購入経費の支出について
37,617

東淀川区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成26年２月分）②
8,000

東淀川区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年１月分市内出張交通費の支出について（総務）
9,190

東淀川区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用蛍光マーカー外１０点の購入に係る経費の支出について
94,878

東淀川区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成25年5月号～平成26年4月号）経費の支出について（３月号分）
274,050

東淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年２月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
2,400

東淀川区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年２月分庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について
6,804

東淀川区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東淀川区役所電気料金（本区電力分）の支出について（２月分）
529,141

東淀川区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東淀川区役所電気料金（本区臨時電力分）の支出について（２月分）
651,732

東淀川区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所１階窓ガラス取替工事にかかる経費の支出について
37,800

東淀川区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所窓口案内員派遣業務経費の支出について（２月分）
263,886

東淀川区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナーカートリッジ購入経費の支出について
247,590

東淀川区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（平成26年2月分　電話料金）
9,174

東淀川区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙経常事務用テプラの購入経費の支出について
34,797

東淀川区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成25年5月号～平成26年4月号）（概算契約）経費の支出について（３月号分）
589,051

東淀川区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」編集業務デザインコンペ審査会外部委員への報償金の支払いについて
50,375

東淀川区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成２５年５月号～平成２６年４月号）概算印刷経費の支出について（３月号分）
603,171

東淀川区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年２月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
10,220

東淀川区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成26年２月分）
441,000

東淀川区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（平成26年２月分）
19,253

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市東淀川区地域福祉バス等試験運行業務委託審査委員における外部講師料の支出について
17,500

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年２月市内出張交通費の支出について（総務）
6,190

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用　ふせん（ノート）外８点の購入にかかる経費の支出について
181,072

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料の支出について（契約変更）（１月分）
3,925

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用　トナーカートリッジ（リサイクル）の購入にかかる経費の支出について
24,570

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年２月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
60,920

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所非常口ドアノブ取替工事経費の支出について
63,000

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年３月分電話料金（本区・出張所ひかりＩＰ回線）の支出について
38,503

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年２月分東淀川区選挙管理委員会事務用、統計調査事務用及び総務関係事務用後納郵便料の支出について
15,100

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所産業廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（平成26年２月分）
19,089

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度新聞未購読世帯への東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」配付業務委託（平成25年4月号～平成26年3月号）（概算契約）経費の支出について（３月号分）
129,091

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（ソリューションサービス 平成26年2月分）
4,480

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（ライセンス料　平成26年2月分）
3,150

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年２月分東淀川区選挙管理委員会事務用、統計調査事務用及び総務関係事務用後納郵便料の支出について
640
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東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年２月分東淀川区選挙管理委員会事務用、統計調査事務用及び総務関係事務用後納郵便料の支出について
800

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年２月分東淀川区選挙管理委員会事務用、統計調査事務用及び総務関係事務用後納郵便料の支出について
7,688

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 平成26年3月23日執行予定　大阪市長選挙にかかる事務用品札帯外５点の購入及び同経費の支出について(選挙事務用）
46,160

東淀川区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年２月分東淀川区選挙管理委員会事務用、統計調査事務用及び総務関係事務用後納郵便料の支出について
9,300

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年3月分出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年3月分出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成26年3月支払資金の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成26年3月支払資金の支出について
20,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年2月受付分）
110,800

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　トナーカートリッジの購入経費の支出について
66,449

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年2月分　国民健康保険療養費の支出について
37,125

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年2月受付分）
8,311

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年2月受付分）
5,853

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
19,929

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年2月分葬祭費の支出について
1,150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年2月分出産育児一時金の支出について
1,339,180

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,770

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分）
650

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分）
5,380

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年2月受付分）
20,491

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年2月受付分）
5,808

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課（住民情報））
1,600

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年2月受付分）
45,806

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成２６年１月分）の支出について
1,903,725

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年3月受付分）
228,292

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年3月受付分）
25

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年3月受付分）
148,209

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
1,020

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
1,050

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
600

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,150

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当（管理）収納対策用の勧奨文書等用封筒外１点の購入経費の支出について
273,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年3月分　国民健康保険療養費の支出について
38,325

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年3月分　国民健康保険療養費の支出について
2,724,132

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年3月分　国民健康保険療養費の支出について
40,987

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成２６年２月分料金後納郵便料金の支出について
130,610

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（２月分）
13,475

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成２６年２月分料金後納郵便料金の支出について
3,370

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（２月分）
155,858

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,454,706

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年3月分葬祭費の支出について
350,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年3月分出産育児一時金の支出について
762,185

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（２月分）
4,217

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（２月分）
178,996

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（防災力の向上）
617

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正事業「ＤＯ！プラン」の実施に係る業務委託経費（１月分委託料）の支出について
446,089

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課）（街頭犯罪防止啓発事業用）
636

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課）（「地域安全防犯・防災対策」プロジェクト事業用）
807
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東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「知る」から始める地域づくり講座第１回にかかる講師謝礼の支出について
12,400

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習リーダー養成講座にかかる講師謝礼金について
79,800

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「ＣＢ・ＳＢ事業計画作成セミナー」にかかる講師謝礼の支出について
65,720

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 街頭犯罪防止啓発事業にかかる大声測定器の賃貸借経費の支出について
55,125

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 東淀川区地域経済活力創造事業東淀川区ＢＣＰ策定会議準備会に係る報償金の支出について
32,540

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「知る」から始める地域づくり講座第２回にかかる講師謝礼の支出について
19,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 新大阪駅及び駅周辺の企業等の帰宅困難者対策事業にかかる携帯用トイレ購入経費の支出について
360,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課）
13,979

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力の向上事業用にかかる消耗品購入経費の支出について
173,775

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２～３月分）
1,416

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域別地域防災計画の策定事業用　消耗品購入経費支出について
26,901

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２～３月分）
20,890

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 新大阪駅及び駅周辺の企業等の帰宅困難者対策にかかるＢＣＰ基本冊子の作成経費の支出について
97,650

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２～３月分）
4,200

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２～３月分）
1,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２～３月分）
1,620

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２～３月分）
160

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度東淀川区職員防災訓練における防災講演会の講師謝礼金の支出について
8,540

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ワークショップ「自転車利用をきっかけとして淡路駅周辺のまちづくりを考える」の実施に伴う講師に対する報償金の支出について
48,400

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 街頭犯罪防止啓発事業用にかかるポスター作成経費の支出について
47,250

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金の支出について（下新庄地域活動協議会への追加交付）
201,140

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 防災力の向上事業にかかる東淀川区地域防災計画の印刷経費の支出について
249,900

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ２月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
8,767

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 防災情報発信の充実事業用　市広報板用海抜表示の印刷経費の支出について
121,800

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
600

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「知る」から始める地域づくり講座第３回、第４回にかかる講師謝礼の支出について
45,600

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
11,435

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力の向上事業用にかかる消耗品購入経費の支出について
31,500

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
13,800

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,200

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 新大阪駅及び駅周辺の企業等の帰宅困難者対策事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
3,040

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度２月分市民協働課各種事業に係る後納郵便料金の支出について
80,830

東淀川区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正事業「ＤＯ！プラン」の実施に係る業務委託経費（２月分委託料）の支出について
444,329

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）にかかる経費の支出について
372,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越代)にかかる経費の支出について
242,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師料の支出について（平成２５年１２月分 生活習慣病とウォーキングフットケア）
11,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外１保育所における消耗品事業資金３月分の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事業用ブックスタート・パックの購入経費の支出について
345,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（１月分）にかかる報償金の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（１月分）にかかる報償金の支出について
182,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（１月分）にかかる報償金の支出について
244,130

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第１保育所外６保育所における消耗品事業資金３月分の支出について
210,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座用講師料の支出について（平成２５年１１月分 高齢者のトレーニングについて・冬の健康管理について）
18,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師料の支出について（平成２５年１１月分 いきいきとした85歳をめざして！「筋力アップで生涯現役・ウォーキング講座」・「大阪人は歯が命」）
18,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
41,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
97,983

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分）の支出について
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
60,040
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
11,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
36,668

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
16,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
214,305

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
216,405

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品にかかる経費の支出について
116,961

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 任期付職員用庁内情報利用パソコン（福祉局所管）修理にかかる経費の支出について
70,035

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
257,219

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
99,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
126,895

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支出について（平成２６年２月申請分）
40,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成２６年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
9,246

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
24,735

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
5,420

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
2,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
35,236

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
330,561

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
31,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
168,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東淀川区成人の日記念のつどいに係る花束・盛花の購入経費の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分－２）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
498,005

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
133,979

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
135,362

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
26,852

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
143,170

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,825

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
372,437

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について
4,126

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品にかかる経費の支出について
60,228

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
68,542

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
28,273

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
25,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
301,966

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,302,445

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分－３）
302

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品にかかる経費の支出について
49,063

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
22,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
81,972

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
82,332

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
121,260

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業用市内及び精神保健事業用交通費の支出について（平成２５年８月分）
17,620

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成２６年１月分）
5,817

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度東淀川区セラピードッグ交流事業に係る委託料の支出について（第６回中間払い）
75,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）にかかる経費の支出について
179,581

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
137,709
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健事業用市内及び精神保健事業用交通費の支出について（平成２５年８月分）
2,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年12月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
6,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
80,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
440,184

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成25年12月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
38,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財処分費)にかかる経費の支出について
275,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度第３回コホート検討会参画医師報償金の支出について
11,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・結核事業用及び精神保健事業用交通費の支出について（平成２５年５月分保健師分）
8,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年1月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
11,635

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分－４）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
134,930

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・結核事業用及び精神保健事業用交通費の支出について（平成２５年５月分保健師分）
3,790

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・結核事業用及び精神保健事業用交通費の支出について（平成２５年５月分保健師分）
3,330

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１０月分）
660

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１０月分）
7,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２６年１月分
85,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会における学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成26年１月分）
21,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（Ｈ２５．１０～Ｈ２６．１月分）
7,590

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（Ｈ２５．１０～Ｈ２６．１月分）
2,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
63,873

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
80,463

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
293,653

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
826,555

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
367,775

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３１号）
189,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２９号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（Ｈ２５．１０～Ｈ２６．１月分）
3,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
571,209

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代等）にかかる経費の支出について
54,554

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
40,970

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉対策促進事業（家族教室）の支出について　平成２５年９月分
14,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（25年12月申請分）
563,685

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成26年1月申請分）
94,193

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（就学支度資金等）の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（Ｈ２５．１０～Ｈ２６．１月分）
460

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（Ｈ２５．１０～Ｈ２６．１月分）
3,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・管外（近接地）出張交通費の支出について（平成２５年９月分）
20,620

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東淀川区子育て情報紙印刷用インク購入経費の支出について
5,775

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,150

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
946

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,675,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分－５）
9,647

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度東淀川区スポーツ推進委員報酬の支払いについて（後期分）
249,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月19日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（就学支度資金等）の支出について
245,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・管外（近接地）出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
15,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用ファイルボックス他６５点の購入経費の支出について
119,751
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成26年1月申請分）
2,293,173

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
174,144

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,032

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
344,899

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
301,687

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児施設給付費の支給について
16,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について
16,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
528,223

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
107,856

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
429,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成26年1月申請分）
366,158

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３７号）
255,272

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３５号）
269,325

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３６号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
62,496

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
244,618

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
22,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
90,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(福祉用具及び住宅改修等)にかかる経費の支出について
9,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
17,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
700,595

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
14,770

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
22,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
220,038

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
8,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
6,790

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
173,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立西淡路第１保育所外６保育所における給食費３月分の支出について
4,751,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２６年１月分その３
25,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２６年１月分その２
19,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
508,158

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
266,806

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
349,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費・長入等)にかかる経費の支出について
198,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年１月９日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２５年度１１月分
9,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師謝礼の支出について　平成２５年度１２月分
26,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼の支出について　平成２５年１１月分
9,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２５年度１２月分
9,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼の支出について　平成２５年１２月分
9,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・結核事業用及び精神保健事業用交通費の支出について（平成２５年７月分）
19,530

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度東淀川区セラピードッグ交流事業に係る委託料の支出について（第７回中間払い）
75,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
34,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成26年4月分扶助費の支出について
46,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成26年4月分扶助費の支出について
21,300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成26年4月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）の支出について
466,484
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
98,054

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
16,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成26年4月分扶助費の支出について
200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・結核事業用及び精神保健事業用交通費の支出について（平成２５年７月分）
1,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・結核事業用及び精神保健事業用交通費の支出について（平成２５年７月分）
5,230

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年３月分）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
20,267

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
9,975

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
1,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
62,810

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
20,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
61,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２６年２月分）
72,810

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年３月分）
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度東淀川区スポーツ推進委員報酬の支払いについて（口座不能後再支給分）
4,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費２月分の支出について
48,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
8,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
18,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
416,943

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
116,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師謝礼の支出について　平成２５年度１月分
9,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師謝礼の支出について　平成２５年度１１月分
27,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２６年１月分
24,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 第４四半期　民生委員・児童委員にかかる費用弁償の支出について
1,871,850

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,038

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
574,472

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
239,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代等）にかかる経費の支出について
192,909

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費等）にかかる経費の支出について
65,740

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼の支出について　平成２６年１月分
9,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 第４四半期　民生委員・児童委員にかかる費用弁償の支出について
1,799,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
7,242

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について　平成２６年１月分その４
42,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年３月分－２）
2,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 食育イベント用・血管年齢測定事業用・乳幼児健診用及び保健師指導事務用ＰＰＣカラー用紙外１４点の購入経費の支出について
20,139

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年３月分－２）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
4,770

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
80

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
660

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成２６年２月分）
6,426

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度東淀川区成人の日記念のつどいの警備業務に係る委託料の支出について
79,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年３月分－２）
190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
80
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成26年2月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
12,129

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
3,458

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
34,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 重度障がい等タクシー料金給付業務・市営交通料金福祉措置及び市営交通機関乗車料金福祉措置にかかる郵便代の支出について（平成２６年２月分）
309,450

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
36,290

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
9,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,710

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,620

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,008

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
122,345

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,605

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
459,365

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
914,264

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
3,654

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
2,890

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 平成26年2月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
4,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
680

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬祭委託にかかる経費の支出について
165,708

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分　郵便料金の支出について（生活支援）
760,694

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
207,812

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
46,455

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費にかかる経費の支出について
95,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)にかかる経費の支出について
2,151,792

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(住宅改修)にかかる経費の支出について
956

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
5,754

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
71,807

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
12,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
540

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育イベント用・血管年齢測定事業用・乳幼児健診用及び保健師指導事務用ＰＰＣカラー用紙外１４点の購入経費の支出について
14,511

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育イベント用・血管年齢測定事業用・乳幼児健診用及び保健師指導事務用ＰＰＣカラー用紙外１４点の購入経費の支出について
2,425

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年３月分－２）
8,309

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
5,370

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
5,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
11,770

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師謝礼の支出について　平成２５年１１月分
9,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師謝礼の支出について　平成２６年２月分
9,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 重度障がい等タクシー料金給付業務・市営交通料金福祉措置及び市営交通機関乗車料金福祉措置にかかる郵便代の支出について（平成２６年２月分）
89,325

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
2,368

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,210

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
15,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
80,942

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
19,525

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の委託料支出について（平成26年２月分）
1,048,150

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年２月分）
550,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の委託料支出について（平成26年２月分）
1,031,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の委託料支出について（平成26年２月分）
1,094,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
720
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
2,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
87,068

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（２月分）にかかる報償金の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
268,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
182,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
97,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 食育イベント用・血管年齢測定事業用・乳幼児健診用及び保健師指導事務用ＰＰＣカラー用紙外１４点の購入経費の支出について
4,295

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
30,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
4,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品にかかる経費の支出について
57,487

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年２月分
31,345

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年２月分
81,946

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年２月分
17,396

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年２月分
400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（2月分）
1,170

東成区役所 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（１月分）
3,411

東成区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害住宅電話料金の支出について（２月分）
2,953

東成区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東成区広報紙「ひがしなりだより」の配付業務委託平成25年４月号～平成26年3月号（概算契約）（２月号分）
53,875

東成区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働ネットワーク形成支援事業インターネット経費の支出について（1月分）
3,393

東成区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,370

東成区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,000

東成区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用図書の購入経費の支出について
26,453

東成区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（２月分）
10,116

東成区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（２月分）
4,760

東成区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用事務用品の購入経費の支出について
28,140

東成区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用事務用品の購入経費の支出について
48,930

東成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託平成２５年８月号～平成２６年４月号にかかる経費の支出について（３月号分）
94,750

東成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について
1,960

東成区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（ひったくり防止カバー）購入にかかる経費の支出について
183,750

東成区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（防寒用グローブ）買入にかかる経費の支出について
16,212

東成区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成26年2月分）
5,335

東成区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度スポーツ推進委員の報酬の支出について（10月1日～3月31日）
177,600

東成区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所潅水設備修繕工事の実施及び経費の支出について
35,700

東成区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査にかかる指導員・調査員報償金の支出について
1,332,164

東成区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区成人の日記念のつどい事業にかかる東成区民センター大ホール、小ホール内の舞台関係諸設備、機器の操作等における運用業務委託料の支出について
100,800

東成区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 成人の日記念のつどい事業にかかる式典装飾品（くす玉外２点）の貸借料の支出について
64,680

東成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（２月分）
15,050

東成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 「東成区未来わがまちフォーラム2014」講演会講師との打ち合わせによる出張旅費の支出について
17,800

東成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
420

東成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,980

東成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区民センター設置防犯カメラ電気料金（２月分）の支出について
945

東成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（３月分）の支出について
7,350

東成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について(２月分)
3,345

東成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報パソコン（省スペース型）長期借入にかかる経費の支出について(２月分)
9,891

東成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
6,372

東成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（３月分）の支出について
3,000

東成区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（２月分）
3,316

東成区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（２月分）
5,476
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東成区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口案内従事者派遣業務にかかる委託料の支出について（２月分）
136,809

東成区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について(２月分)
25,347

東成区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（２月分）
115,152

東成区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（２月分）
1,561

東成区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（２月分）
2,577

東成区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について(２月分)
11,928

東成区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民記者事業にかかる謝礼用図書カード購入経費の支出について
4,000

東成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進担当出張交通経費（２月分）の支出について
230

東成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進担当出張交通経費（２月分）の支出について
1,540

東成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進担当出張交通経費（２月分）の支出について
4,290

東成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（２月分）
48,116

東成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進担当コピー料金の支出について（２月分）
24,446

東成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 旅費　普通旅費 大阪市長選挙事務従事者用市内出張交通費の支出について（２月分）
414

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　ＰＴＡ・社会教育団体学習会（中本幼稚園）講師謝礼の支出について
8,600

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度　ＰＴＡ・社会教育団体対象学習会（中本幼稚園）講師謝礼の支出について
8,600

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気使用料の支出について（１月分）
891,431

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（２月分）
117,936

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所リモコンスイッチ増設工事経費の支出について
29,400

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進担当事務用後納郵便発送経費（２月分）の支出について
2,650

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進担当事務用後納郵便発送経費（２月分）の支出について
1,630

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料の支出について（２月分）
95

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料の支出について（２月分）
1,045

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（２月分）
20,499

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用後納郵便料の支出について（２月分）
10,975

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料の支出について（２月分）
6,555

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料の支出について（２月分）
5,600

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（２月分）
1,050

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
572,964

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（２月分）
10,080

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 リモートコントロールシステムの導入にかかるモバイル端末レンタル使用料の支出について（２月分）
3,918

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年２月分）
730

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年２月分）
4,320

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（２月分）
55,499

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
59,136

東成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年２月分）
4,920

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年３月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２６年３月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（３月分）資金前渡
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年２月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（１月分）
1,663,200

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年５月分～平成２６年１月分）
65,329

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２６年２月分）
9,949

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用品の購入経費の支出について
225,877

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,760

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（３月分）一般
844,569

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年１１月分～平成２６年２月分）
513,199

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年３月分）
450,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２６年２月分）
10,815
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東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２６年２月分）
399,793

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年３月分）
200,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（２月分）
1,663,200

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
460

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（２月分）
22,702

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 システム用プリンタトナー購入経費の支出について
85,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
5,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー料金の支出について（２６年２月分）
763

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 システム用プリンタトナー購入経費の支出について
194,283

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー料金の支出について（２６年２月分）
4,368

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
9,845

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：管理）用コピー料金の支出について（２月分）
1,670

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
1,430

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 システム用プリンタトナー購入経費の支出について
95,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
5,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（26年２月）
537,750

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（３月分）一般
7,791

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー料金の支出について（２６年２月分）
2,730

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
430

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス（住民情報）事務用出張交通費（２月分）の支出について
1,100

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
83,610

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（２６年２月）
12,760

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（２６年２月）
72,250

東成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（２６年２月）
133,780

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課食育推進事業用物品購入にかかる経費の支出について
31,101

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
99,873

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
105,323

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修扶助費の支出について（代理受領方式）
270,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
89,250

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
129,877

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,128

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
16,050

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
226,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 女性のための健康講座における講師謝礼の支出について
9,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（２月分）
30,570

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用・平成26年3月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成26年3月分）
74,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区健康づくりフォーラム用チラシ・ポスター印刷経費の支出について
84,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
15,900

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
108,350

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
1,470

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,128

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（神路地域）における講師謝礼の支出について（２月分）
11,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
14,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について（３件分）
61,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
33,048
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東成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立鑑定費用の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
247,082

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
430,587

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
218,548

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
126,724

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,250

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代・装具代）の支出について（３件分）
59,848

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(４件分)
13,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
762,127

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
67,040

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
119,780

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修扶助費の支出について（代理受領方式）
270,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２５名分）
213,884

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
55,265

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡）の支出について
14,832

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について(３月分２回目)
5,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
229,820

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課食育推進事業用物品購入にかかる経費の支出について
25,704

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 東成区広報紙「ひがしなりだより」特集版（保健事業案内）編集デザイン経費の支出について
63,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座における講師謝礼の支出について
10,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度「ウェブサイトによる区民子育て交流事業」にかかる児童虐待学習会の講師謝礼の支出について
15,920

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修扶助費の支出について（代理受領方式）
270,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（４件分）
40,230

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（３件分）
34,626

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について
13,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
22,807

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
5,723

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
8,470

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
13,125

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代・装具代）の支出について（２件分）
61,954

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（３件分）
651,970

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務プリンター用リサイクルトナーの購入について
69,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 庁内情報端末プリンター用リサイクルトナー購入経費の支出について
18,900

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用事務用品購入経費の支出について
14,857

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
28,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
139,206

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
130,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について(３件分)
82,360

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代・装具代)の支出について（６件分）
64,353

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（２件分）
420,130

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援事業（東成区子育てふれあいサークル）用講師謝礼の支出について（２月分）
18,120

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
242,050

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
65,096

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
124,690
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東成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
243,092

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
121,475

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
217,620

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉資金貸付金の支出について
350,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について（２件分）
8,060

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２件分）
22,700

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（３件分）
8,760

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について(４件分)
75,540

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入負担金の支出について
1,943

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
3,150

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業従事者への報償金の支出について（２月分）
37,620

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
4,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
4,414

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
2,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
944

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
3,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
3,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（３月分３回目）
2,000,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（３２名分）
170,328

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（３月分３回目）
500,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（３月分３回目）
50,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について(２件分)
38,316

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（３月分３回目）
200,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
7,064

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
3,850

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
800

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について（５件分）
65,850

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
120,202

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
44,550

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について（２件分）
29,700

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見等市長審判請求に係る成年後見人の報酬支払いについて
344,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について（障がい者）
2,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,250

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康づくり対策事業用物品の購入経費の支出について
16,894

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 東成区民健康づくり事業にかかる普通傷害保険料の支出について
2,140

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２件分）
30,905

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
25,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
17,700

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１・２月分＞の支出について（２件分）
64,050

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
31,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について（２件分）
39,850

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について（２件分）
27,900
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東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
228,900

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
221,470

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年）事業用物品の購入経費の支出について
21,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度地域福祉支援事業（地域保健・地域福祉ビジョン）にかかる地域生活支援システム検討会議アドバイザー謝礼の支出について
57,560

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度 民生委員･児童委員活動にかかる費用弁償（第4四半期）の支出について
995,750

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成償還払の支出について（平成２４年１１月～平成２６年２月分）
916,689

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成償還払の支出について（平成２５年２月～平成２６年２月分）
157,466

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用定例分扶助費の支出について（４月分）
24,563,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（３件分）
34,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用定例分扶助費の支出について（４月分）
12,101,490

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用定例分扶助費の支出について（４月分）
279,950

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
2,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費(３月分）の支出について
340

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（３月分）の支出について（２４名分）
74,582

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用定例分扶助費の支出について（４月分）
150,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度 民生委員･児童委員活動にかかる費用弁償（第4四半期）の支出について
945,750

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成償還払の支出について（平成２５年４月～平成２６年２月分）
169,033

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成償還払の支出について（平成２５年１０月～平成２６年１月分）
7,278

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
417,913

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について
16,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代・装具代）の支出について（２件分）
47,286

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
156,820

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成26年3月分）
1,345,050

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座（高齢者）事業用物品の購入経費の支出について
28,780

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
165,870

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
229,740

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
410,119

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（４７名分）
326,776

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
2,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
9,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代・装具）の支出について（２件分）
61,936

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
217,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくりフォーラムにおける講師謝礼の支出について（３月実施分）
19,060

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事業用コピー料金の支出について（２月分）
21,776

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事業用コピー料金の支出について（２月分）
8,040

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
24,570

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
54,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業（市営交通料金福祉措置）用後納郵便料金の支出について（２月分）
179,685

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
550

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
440

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
6,710

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,880

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
599

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
516

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,887
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東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,160

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修扶助費の支出について（代理受領方式）
220,808

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（２月分）
2,060

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（２月分）
25,257

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
63,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
4,250

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
36,936

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
45,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について（２件分）
135,684

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
140,019

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜３月分＞の支出について
20,701

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１・２・３月分＞の支出について（２件分）
138,039

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜３月分＞の支出について（２件分）
107,528

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
109,061

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
1,103

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具）の支出について
25,286

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,130

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
80

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
15,020

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,230

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,640

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,380

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
560

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
13,120

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
32,492

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,440

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
400

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
34,940

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,430

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
160

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
16,420

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,520

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険・高齢者福祉）コピー料金の支出について（２月分）
12,012

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
51,979

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
12,386

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座（高齢者）事業用物品の購入経費の支出について
18,820

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
260

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
95

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,023

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年１２月～Ｈ２６年２月分）
460

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年１２月～Ｈ２６年２月分）
1,490

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年１２月～Ｈ２６年２月分）
3,220

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度ウェブサイトによる区民子育て交流事業における「（仮称）東成区子育てサポート制度」登録カードの購入経費の支出について
154,350

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年１２月～Ｈ２６年２月分）
460

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年１２月～Ｈ２６年２月分）
400

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年１２月～Ｈ２６年２月分）
1,520
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東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修扶助費の支出について（代理受領方式）
185,858

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
285

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
307,088

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
65,050

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
3,180

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
23,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について
17,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
112,268

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
600

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
18,750

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（７件分）
23,925

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
36,668

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
20,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年１２月～Ｈ２６年２月分）
1,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（２月分）
48,540

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年１２月～Ｈ２６年２月分）
920

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年１２月～Ｈ２６年２月分）
1,190

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（２月分）
360,110

東成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２５年１２月～Ｈ２６年２月分）
800

生野区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（2月分）
11,025

生野区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 生野区役所庁舎防火シャッター中継器内の蓄電池交換経費の支出について
177,387

生野区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（2月分）
2,300

生野区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課用小口支払基金の繰入について（2月分）
30

生野区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（2月分）
2,205

生野区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（2月分）
6,975

生野区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（2月分）
2,150

生野区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成25年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（2月分）
2,691

生野区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課・窓口サービス課（住民情報）一般事務用ゴム印の購入経費の支出について
18,675

生野区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課・窓口サービス課（住民情報）一般事務用ゴム印の購入経費の支出について
2,041

生野区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域による住環境整備等促進事業業務委託事業者選定会議委員に対する報償金の支出について
49,355

生野区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（１月分）
21,660

生野区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査にかかる指導員報酬の支出について（７名分）
246,610

生野区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について（５３名分）
2,147,723

生野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（3月分1回目）
302

生野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（3月分1回目）
100

生野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（3月分1回目）
5,040

生野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（3月分1回目）
300

生野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（3月分1回目）
534

生野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（3月分1回目）
14,463

生野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（3月分1回目）
5,250

生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 色鉛筆外１１４点の購入経費の支出について
11,009

生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 色鉛筆外１１４点の購入経費の支出について
11,220

生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 色鉛筆外１１４点の購入経費の支出について
2,514

生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 色鉛筆外１１４点の購入経費の支出について
22,911

生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 色鉛筆外１１４点の購入経費の支出について
12,075

生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 色鉛筆外１１４点の購入経費の支出について
9,266

生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 色鉛筆外１１４点の購入経費の支出について
25,021

生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 色鉛筆外１１４点の購入経費の支出について
3,717
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生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 色鉛筆外１１４点の購入経費の支出について
201,355

生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課（工業統計調査）事務用コピー料金の支出について（２月分）
1,220

生野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 色鉛筆外１１４点の購入経費の支出について
6,153

生野区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度生野区広報紙『広報いくの』（平成25年6月号～平成26年4月号）新聞折込広告業務委託費の支出について（平成２６年３月号分）
502,092

生野区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所　お客様エスコートサービス事業（長期継続）業務委託経費の支出について（平成26年２月分）
1,891,661

生野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度生野区広報紙『広報いくの』（平成25年5月号～平成26年4月号）印刷業務委託経費の支出について（平成２６年３月号分）
426,300

生野区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 選挙事務用プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
22,858

生野区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外６点の購入経費の支出について
19,425

生野区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外６点の購入経費の支出について
25,326

生野区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外６点の購入経費の支出について
46,830

生野区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外６点の購入経費の支出について
29,610

生野区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外６点の購入経費の支出について
7,770

生野区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外６点の購入経費の支出について
57,120

生野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用LANケーブル外７点の購入経費の支出について
66,879

生野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（２月分）
451,500

生野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（２月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（２月分）
5,019

生野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（２月分）
68,166

生野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙事務用消耗品（リサイクル鉛筆外２４点）の購入経費の支出について
105,897

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（２月分）
61,113

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話等使用料の支出について（２月分）
20,436

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分総務課郵便後納料の支出について
32,340

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分総務課郵便後納料の支出について
1,200

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分総務課郵便後納料の支出について
9,420

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分総務課郵便後納料の支出について（区民モニター受取人払分）
21,585

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分総務課郵便後納料の支出について
14,440

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２５年２月分工業統計調査にかかる後納郵便料の支出について
4,880

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙担当料金後納郵便料の支出について（２月分）
320

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙担当料金後納郵便料の支出について（２月分）
7,120

生野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙担当料金後納郵便料の支出について（２月分）
9,320

生野区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
278

生野区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
996

生野区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 充電式ラジオライト（生野区役所）買入にかかる経費の支出について
358,344

生野区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
80

生野区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
315

生野区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,800

生野区役所 市民協働課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,000

生野区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生野区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会講師謝礼の支出について（鶴橋幼稚園）
34,400

生野区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成事業（ガチ☆メン大会）用両面テープ等購入経費の支出について
15,046

生野区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成事業（ガチ☆メン大会）用缶バッジパーツ購入経費の支出について
13,072

生野区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 まちづくりパートナー活動力アップ事業用　わがまちクラブ通信の印刷経費の支出について
65,520

生野区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯スポーツ推進事業にかかる競技用品の購入経費の支出について
23,184

生野区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度（後期）スポーツ推進委員にかかる報酬の支払について（１０～３月分）
181,600

生野区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アルファ化米（生野区役所）買入にかかる支出について
563,640

生野区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アルファ化米（生野区役所）買入にかかる支出について
128,100

生野区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
240

生野区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,690

生野区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルームにかかる講師謝礼金の支出について（１月分）
64,500
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生野区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（１月分）
10,680

生野区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成事業（ガチ☆メン大会）用優勝盾等の購入経費の支出について
52,290

生野区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（２月分）
7,832

生野区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生野区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について（鶴橋幼稚園）
12,400

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（２月分）
7,644

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（２月分）
13,074

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
1,130

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
460

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
2,240

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
710

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
320

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
500

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
1,200

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
3,120

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
870

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
14,960

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（２月分）
105

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（２月分）
3,409

生野区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（２月分）
80

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年度　葬祭費負担金（平成25年度3月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年度　出産育児一時金（平成25年度3月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２６年３月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　平成２６年３月３日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２６年３月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　平成２６年３月３日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年３月７日支払分
122,184

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金の繰入について（２月分）
10,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）レジスター用店名スタンプ（印字ユニット）の購入経費の支出について
7,350

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 生野区役所庁舎施設撤去工事の実施経費の支出について
297,150

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年度　葬祭費の支給について（受付番号　218～226　9件）
450,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成26年1月～平成26年2月分）の支出について
600

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成26年1月～平成26年2月分）の支出について
460

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成26年1月～平成26年2月分）の支出について
920

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成26年1月～平成26年2月分）の支出について
1,160

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年３月１８日支払分
251,132

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成26年1月～平成26年2月分）の支出について
920

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 ローカウンター１　ほか３点（生野区役所）（その２）買入経費の支出について
259,140

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 備品購入費　庁用器具費 ローカウンター１　ほか３点（生野区役所）（その２）買入経費の支出について
527,100

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（一般・３月分）
1,354,488

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年度　出産育児一時金（受取代理を含）の支給について（受付番号　72、89～94　7件）
1,464,600

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（退職・３月分）
38,608

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 １２～１月分窓口サービス課（住民情報）市内出張旅費の支出について
9,680

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２５年度国民健康保険料収納率向上にむけた口座勧奨用経口補水液の支出について
378,378

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（２月分）
31,405

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(外国籍住民登録)後納郵便料金（２月分）の支出について
111,600

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(就学担当)後納郵便料金（２月分）の支出について
5,200

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度　書類搬送設備（ベルトコンベアー）保守業務経費の支出について（第３回）
26,670

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（２月分）
6,184

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（２月分）
142,411

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（２月分）
16,663
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生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（２月分）
1,204,920

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（２月分）
50,591

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（２月分）
59,858

生野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
190

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
59,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（食事療養費）の支出について
14,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
217,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育平成２５年度第４四半期３月分）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所消耗品費事業資金の支出について（通常保育平成２５年度第４四半期３月分）
120,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所消耗品費事業資金の支出について（通常保育平成２５年度第４四半期３月追加配付分）
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
1,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
208,281

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業第1回選定会議にかかる委員報償金の支出について
48,655

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
136,320

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
63,695

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
12,154

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
51,747

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
6,540

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
84,060

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
28,990

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,420

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
27,214

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
206,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
166,060

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
59,980

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
161,053

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
44,033

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
30,350

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
48,850

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
5,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費１１～２月分の支出について
1,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費１１～２月分の支出について
240

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
16,686

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
16,274

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
213,230

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
78,589

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
217,381

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
14,214

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
70,730

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
60,480

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
247,323

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
14,786

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
78,589
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生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
44,496

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
21,210

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
54,487

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
74,475

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
5,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
215,810

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,292

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,306

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
12,984

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
5,860

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
151,670

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,160

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
194,213

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
231,260

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度生野区版「各種健診のご案内」の編集業務委託経費の支出について
50,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
28,896

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
788

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
48,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
18,470

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（長期入院特別料金分）の支出について
72,420

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
22,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
863,980

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座講師料の支出について（2月18日分）
14,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,974

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,811

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,951

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
824

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
398

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
894

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）医師等連絡返信用切手の購入について
8,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
199,490

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
21,444

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
88,110

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
9,373

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
96,633

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
321,668

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
102,897

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
43,826

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
8,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,550

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,225

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500
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生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
298,689

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
158,380

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
508,527

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
189,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
84,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当小口支払基金の繰り入れについて（平成２６年２月分）
18,870

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
23,014

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 大阪市立小学校及び中学校にかかる教育扶助費の支出について
1,058,739

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
21,470

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（非指定医療機関診療費）の支出について
5,010

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
9,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について（平成２５年１０月分～１２月分）
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について（平成２５年１０月分～平成２６年１月分）
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 生野区役所公用車の法定１２か月点検並びにエンジンオイル・クリーンエアフィルター・リヤブレーキパッド交換業務経費の支出について
22,260

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
466,861

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
8,640

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
39,170

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
507,425

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度　第３回　コホート検討会報償金の支払いについて
11,360

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度ＢＣＧ予防接種報償金の支出について（２月分）
97,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２５年度２月分　歯科健康相談報償金の支払いについて
30,570

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２５年度２月分・乳幼児健診等報償金の支払について
366,410

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（健康増進）小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
105

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
100,115

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
36,350

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
221,470

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,840,550

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
27,435

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
5,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
29,092

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
11,590

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
23,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産扶助費の支出について
245,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
645,960

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座「健康教室」の講師料の支出について
8,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 平成26年度生野区版「各種健診のご案内」の折込業務委託経費の支出について
197,082

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,760,550

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
240
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生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
58,957

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
25,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
474,211

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
244,892

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,330

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
1,700

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
2,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
640

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,427

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
39,900

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
8,768

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
43,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
47,750

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
432,645

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
820,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
265,291

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
28,950

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成26年度生野区版「各種健診のご案内」の印刷業務委託経費の支出について
376,740

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4～12月分）
4,460

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費１２月から２月分の支出について
5,440

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4～12月分）
1,560

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4～12月分）
3,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4～12月分）
700

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
191,559

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
48,410

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
79,020

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
9,270

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
21,877

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
7,725

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
9,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
111,806

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
70,452

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
3,811

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
123,494

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
54,487

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
60,480

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4～12月分）
9,440

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費４月分の支出について（１回目）
46,270,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費４月分の支出について（１回目）
21,180,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費４月分の支出について（１回目）
600,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
18,320

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費４月分の支出について（１回目）
102,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費１２月から２月分の支出について
6,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座講師料の支出について（2月24日分）
8,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費１２月から２月分の支出について
320

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4～12月分）
1,120
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生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4～12月分）
1,380

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所賄材料費の支出について（平成２６年３月分）
1,795,225

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4～12月分）
1,840

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4～12月分）
460

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護関係事務用書類ロッカーの購入経費の支出について
119,700

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
29,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
33,218

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
22,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
23,300

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
159,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　被保護者にかかる住宅維持費の支出について
25,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　被保護者にかかる住宅維持費の支出について
80,850

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産扶助費の支出について
29,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）市内出張交通費等の支出について（１～２月分）
240

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（9～2月分）
5,580

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（２月分）
16,754

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（9～2月分）
2,420

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（9～2月分）
780

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
5,438

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
14,832

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
30,529

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,290

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,360

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
82,635

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,480

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（9～2月分）
6,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
270,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
85,942

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 大阪市立小学校及び中学校にかかる教育扶助費の支出について
597,638

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 大阪市立小学校及び中学校にかかる教育扶助費の支出について
1,017,366

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
6,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
162,102

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
13,125

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
249,489

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（自立支援医療更新料）の支出について
2,625

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
21,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師謝礼の支出について（２月分）
20,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師謝礼の支出について（２月分）
28,320

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所等にかかる出張交通費の支出について（平成25年4月～平成26年2月）
6,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）市内出張交通費等の支出について（１～２月分）
1,180
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生野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
290,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ドメスティック・バイオレンス対応にかかる出張交通費の支出について（平成25年4月～平成26年3月分）
7,210

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（3月前期分）
18,144

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（3月前期分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
300

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について（３月分）
1,889,813

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
166,963

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
4,583

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
1,064,814

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
567,520

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
43,930

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
21,141

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費の支出について（３月分）
291,939

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
640

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
1,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
5,670

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
38,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
99,750

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,486

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　被保護者にかかる住宅維持費の支出について
111,330

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
45,756

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
47,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
819,690

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
221,470

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
207,970

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（3月前期分）
2,969

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（3月前期分）
8,012

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（３月分）
478,508

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成（３月分）の支出について
132,991

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（２月分）
12,252

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
118,790

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（２月分）
3,063

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
13,120

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
560

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（3月前期分）
14,420

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 （保健福祉課）小口支払基金繰入金の支出について（3月前期分）
13,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
160

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（２月分）の支出について
1,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成26年2月分後納料金の支出について
215,174

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成26年2月分の支出について（受取人払分）
384,970

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（２月分）の支出について
240

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（２月分）
54,533

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（２月分）の支出について
157,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（２月分）の支出について
586,082
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生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
17,472

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金について
12,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
55,002

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
399,660

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
52,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
1,020

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
160

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
480

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
80

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 特定健診受診勧奨リーフレット印刷経費の支出について
50,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
3,120

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
25,510

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
80

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
80

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
1,010,150

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成26年2月分後納料金の支出について
102,460

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（２月分）の支出について
18,140

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防啓発リーフレット印刷経費の支出について
57,750

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
207,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

旭区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務委託経費の支出について（平成２６年２月号）
41,086

旭区役所 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（平成２６年１月分）
3,142

旭区役所 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（平成２５年１２月分）
3,843

旭区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（市民協働　平成２５年１０月～平成２６年１月分）
11,566

旭区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（にぎわい創出担当　平成２６年１月分）の支出について
960

旭区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成２６年１月分）の支出について
16,070

旭区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,100

旭区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成２６年１月分）
60,000

旭区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,620

旭区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

旭区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,600

旭区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自助・共助を基本とする地域災害対策体制の確立用子ども向け防災訓練運営委託料の支出について
706,141

旭区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務委託経費の支出について（平成２６年３月号）
123,375

旭区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用、特定小電力トランシーバー購入経費の支出について
80,885

旭区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２５年度地域消火隊にかかるボランティア保険の加入について
23,400

旭区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２６年２月分）
10,710

旭区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査用　調査員報酬の支出について
348,477

旭区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２５年工業統計調査用　指導員報酬の支出について
35,230

旭区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 広報事務用　旭区マスコットキャラクター商標登録料の支出について（出願）
37,800

旭区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 広報事務用　旭区マスコットキャラクター商標登録料の支出について（出願）
75,600

旭区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自助・共助を基本とする地域災害対策体制の確立用、災害対策本部用工具他購入経費の支出について
111,426

旭区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成２６年３月号）
236,446

旭区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館　清掃業務委託にかかる支出について（平成２６年２月分）
287,700

旭区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬・処分業務委託について(２月分）
11,103

旭区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２６年２月分事務費・選挙費）
500

旭区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２６年２月分常時啓発費・選挙費）
6,930

旭区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２６年２月分事務費・選挙費）
3,900
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旭区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２６年２月分常時啓発費・選挙費）
4,050

旭区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成２６年２月分）の支出について
15,840

旭区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務にかかる支出について（平成２６年２月分）
35,700

旭区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所内線電話増設・移設業務にかかる支出について
52,500

旭区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（旭区役所）長期借入にかかる支出について（平成２６年２月分）
79,894

旭区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 自助・共助を基本とする地域災害対策体制の確立用、ガスパワー発電機購入経費の支出について
352,800

旭区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民登録事務及び保健衛生事務用プリンタトナーの購入にかかる支出について
146,685

旭区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務請負経費の支出について（平成２６年３月号）
198,891

旭区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（２月分）
156,975

旭区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 自助・共助を基本とする地域災害対策体制の確立用、折りたたみ式リヤカー購入経費の支出について
231,525

旭区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　総務課後納郵便料の支出について
1,600

旭区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　総務課後納郵便料の支出について
17,125

旭区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 暴風警報発令に伴う5号動員による参集にかかる深夜タクシー代の支出について
11,550

旭区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　総務課後納郵便料の支出について
1,630

旭区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　総務課後納郵便料の支出について
5,130

旭区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　総務課後納郵便料の支出について
240

旭区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙事務用消耗品の購入にかかる支出について
125,370

旭区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用、折りたたみ式リヤカー他防災用品購入経費の支出について
145,813

旭区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用消耗品の購入にかかる支出について
257,166

旭区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成２６年２月分）
60,000

旭区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分専用回線電話代の支出について
36,850

旭区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１月分ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,830

旭区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域防災活動支援事業用、折りたたみ式リヤカー他防災用品購入経費の支出について
67,410

旭区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用品の購入にかかる支出について
67,147

旭区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当コピー代の支出について（１月分）
3,843

旭区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（１月分）
14,411

旭区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（１２月分）
16,600

旭区役所 市民協働課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当コピー代の支出について（１２月分）
3,499

旭区役所 市民協働課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯活動支援事業用消耗品の購入経費の支出について
81,900

旭区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯活動支援事業用消耗品購入経費の支出について
32,760

旭区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度　スポーツ推進委員報酬の支出について（後期分）
168,000

旭区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり事業にかかる花の種・培養土・山土の購入費の支出について
168,000

旭区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業用消耗品の購入経費の支出について
52,500

旭区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯活動支援事業用消耗品の購入経費の支出について
95,550

旭区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 安全まちづくり啓発事業用啓発チラシ作成経費の支出について
24,370

旭区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権を考える区民のつどいにかかるポスター・チラシの印刷経費の支出について
115,500

旭区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（１・２月分）
93,260

旭区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 城北公園フェア２０１４企画・運営業務企画提案審査委員報酬の支払いについて（2名分）
52,380

旭区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業「ほっこりクリスマス会」にかかる物品の購入について
5,702

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業（地域連携支援）にかかる講師謝礼金（２・３月分）の支出について
30,000

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,250

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,692

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,703

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（２月分）
960

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（２月分）
480

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（２月分）
1,760

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 旭区魅力発信事業（地域史を活用した講座等）にかかる郵便料（平成２６年２月分）
480

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（２月分）
5,270
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旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 旭区魅力発信事業（旭区まち歩きイベント）にかかる郵便料（平成２６年２月分）
450

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（２月分）
7,459

旭区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり関係経費にかかる郵便料（平成２６年２月分）
6,080

旭区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　放課後おさらい教室報償金の支出について（２月分）
104,040

旭区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「旭ミュージックフェスタ２０１３」における舞台管理業務等の委託料の支出について
183,750

旭区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（2月分）
44,240

旭区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 城北公園フェア２０１４企画・運営業務企画提案審査委員報酬の支払いについて（1名分）
13,095

旭区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発関係消耗品購入分の支出について
37,590

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分　葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年3月分　出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（３月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（３月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１２月分）の支出について
5,670

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１月分）の支出について
5,528

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１２月分）の支出について
6,772

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１月分）の支出について
6,284

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
19,279

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２６年１月分
270

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度３月分　出産育児一時金の支出について
1,217,600

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（２月分）の支出について
150

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（２月分）の支出について
460

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（２月分）の支出について
750

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分住民情報業務後納郵送料の支出について
81,900

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分住民情報業務後納郵送料の支出について
1,600

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ用インクカートリッジ及びインクジェットプリンタ用紙の購入経費の支出について
13,794

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分　葬祭費負担金の支出について
850,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２６年２月分
700

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について
7,070

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について
66,030

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について
531,891

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費支出について（３月執行分）
741,407

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費支出について（３月執行分）
39,510

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について
73,225

旭区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について
71,006

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年1月分　保健福祉センター事業用白衣等の洗濯にかかる支出について
2,100

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）３月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２５年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）３月分の支出について
180,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 旭区保健福祉センター子育て支援室用カーペット購入にかかる支出について
3,675

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 旭区保健福祉センター子育て支援室用カーペット購入にかかる支出について
9,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 旭区保健福祉センター事業用自転車の購入にかかる支出について
13,960

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
56,790

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,655

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用カラーペーパー等物品の購入にかかる支出について
13,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用カラーペーパー等物品の購入にかかる支出について
14,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各種保健事業用カラーペーパー等物品の購入にかかる支出について
4,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 旭区保健福祉センター子育て支援室用カーペット購入にかかる支出について
14,000
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旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用カラーペーパー等物品の購入にかかる支出について
25,698

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 旭区保健福祉センター事業用自転車の購入にかかる支出について
67,940

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
251,679

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　出張旅費の支出について
2,250

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 　口座振替の再支出について
2,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課（生活支援）コピー代の支出について（１２月分）
47,265

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課（生活支援）コピー代の支出について（１月分）
33,484

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　出張旅費の支出について
200

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　出張旅費の支出について
320

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 ボイスコール用ロール紙購入にかかる支出について
27,195

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
182,309

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
121,581

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
54,487

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（１２月分）
10,080

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（１月分）
9,717

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 旭区保健福祉センター保健福祉課（地域福祉）事業用　ペットボトル（お茶）購入にかかる支出について（平成２６年１月～平成２６年３月分）３６名分
2,646

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業にかかるカラープリンター用ドラムカートリッジ及びトナー購入にかかる支出について
138,148

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 旭区保健福祉センター保健福祉課（地域福祉）事業用　ペットボトル（お茶）購入にかかる支出について（平成２６年１月～平成２６年３月分）３６名分
1,058

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
61,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
67,150

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
22,550

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育イベント用物品の購入に係る支出について
11,340

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成26年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について
7,789

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成26年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について
6,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成25年度　建物賃貸借契約(あさひあったかきち推進支援事業)の賃貸借料の支出について２月分
70,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業にかかる色上質紙購入にかかる支出について
38,850

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
45,217

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
105,310

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
21,880

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
170,610

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成26年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について
1,447

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について
1,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,615

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
1,188

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
5,050

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
800

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
700

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
700

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
300

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
980

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
114,060

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
117,980

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
4,580

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度２月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
48,540
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旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
920

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
460

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年９月～平成２６年２月分の支出について
300

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児施設給付費の支払いについて
36,021

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
136,938

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
170,512

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
54,487

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
78,589

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児施設給付費の支払いについて
36,491

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
153,679

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
12,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 旭区保健福祉センターキッズコーナー用フロアマット購入にかかる支出について
20,160

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉担当およびアクションプラン用事務用品購入にかかる支出について
22,060

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉担当およびアクションプラン用事務用品購入にかかる支出について
34,944

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
242,320

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
39,270

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
700

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２５年度市立保育所賄材料費（３月分）の支出について
2,407,850

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
54,487

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
25,750

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
222,724

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
48,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
424,939

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
799,363

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
33,375

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
49,580

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支払いについて
3,150

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出　　２月追加分
2,000,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（４月定例分）
12,815,163

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（４月定例分）
6,108,471

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出　　２月追加分
1,000,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（４月定例分）
204,320

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 リーフレット「女性必見いつまでも健康美人でいるために」の印刷にかかる支出について（地域健康発信事業）
67,200

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業、生活技能訓練事業　における講師料の支出について（２月分）
29,120

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉事業用事務用品（追加）購入にかかる支出について
12,999

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
9,490

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
80

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
80

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,440

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
9,700

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,880

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
155,865

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
123,900

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
14,890
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旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
5,080

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
154,999

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
5,540

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,880

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
80

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 地域福祉事業用事務用品（追加）購入にかかる支出について
15,855

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,770

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
12,480

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
80

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
6,560

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
40,688

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,180

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
14,575

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,960

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
43,630

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,390

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度「みんなで守ろう健康あさひ」保存版印刷に係る経費支出について
766

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
585,962

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
5,723

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
3,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
58,180

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度「みんなで守ろう健康あさひ」保存版印刷に係る経費支出について
210,914

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
320

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,108,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
1,151,788

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
54,487

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
221,300

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
103,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
497,409

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２６年２月分の支払いについて
4,980

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２５年１２月分の支払いについて
810

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２５年１２月分の支払いについて
2,260

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２６年１月分の支払いについて
860

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２６年１月分の支払いについて
1,670

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
20,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
438,359

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
183,150

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
87,305

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
1,460

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
5,723

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
7,700

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
11,163

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
13,650

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
2,980

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
8,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
71,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
1,464,180
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旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
419,225

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
880

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
340

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
480

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
90

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
3,280

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
31,250

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
80

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
151,750

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
2,680

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,062,150

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
480

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
181,432

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
8,726

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料金の支出について
14,170

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について
370,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年2月分　保健福祉センター事業用白衣等の洗濯にかかる支出について
2,079

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年２月分の支払いについて
320

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年２月分の支払いについて
560

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年２月分の支払いについて
1,660

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ゴム印にかかる支払いについて
3,045

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用品の購入にかかる支払いについて
70,276

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年２月分の支払いについて
427,384

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年２月分の支払いについて
86,850

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
356,403

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助の支出について
42,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　診察料の支出について
9,700

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
135,550

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
160,785

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
549,206

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託の支出について（２月分）
425,920

旭区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託の支出について（２月分）
559,000

城東区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度 城東区広報紙「ふれあい城東」新聞折込広告業務委託（平成26年2月号）にかかる経費支出について（概算契約）
416,225

城東区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 消火器ならびに消火栓ホースの購入について
299,877

城東区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議事務用フラットファイル外４種の購入について
19,866

城東区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払いについて(１月分)
5,250

城東区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 工業統計調査用出張旅費（１１月分）の支払いについて
540

城東区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
2,500

城東区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
6,600

城東区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 一般管理経費　液晶プロジェクターの購入にかかる機械器具費の支出について
187,950

城東区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
2,330

城東区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の支出について（１月分）
6,645

城東区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の支出について（１月分）
3,987

城東区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ゴム印３点の購入における同経費の支出について
966

城東区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式　借入(平成２０年度調達分、再リース)にかかる契約について
4,788

城東区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 工業統計調査調査員への報償金の支払いについて
1,024,419

城東区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 工業統計調査指導員への報償金の支払いについて
105,690

城東区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度発達障害サポーターに係る非営利・有償活動団体保険への加入経費の支出について
107,800
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城東区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設電気使用料（２月分）
194,020

城東区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 廃棄物の収集運搬ならびに処分業務にかかる支出について
126,000

城東区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成25年度 学校体育施設開放事業用散水ホース・マットの購入及び同経費の支出について（下半期）
67,200

城東区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成25年度 学校体育施設開放事業用ワックス（体育館用）の購入及び同経費の支出について（下半期）
118,776

城東区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災対住宅用　ＮＴＴ西日本電話基本料等（３月分）の支払いについて
2,953

城東区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成24・25年度 城東区民モニター用 図書カードの購入について
241,500

城東区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援出張旅費（２月分）の支出について
4,066

城東区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度 城東区広報紙「ふれあい城東」(平成26年3月号）にかかる経費支出について
282,240

城東区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(２月分)の支出について（区民モニター料金受取人払分及び工業統計分含む）
5,365

城東区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所所属研修（接遇力向上職場改善研修）の業務委託にかかる支出について
472,500

城東区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度 大阪市城東区広報紙「ふれあい城東」企画・編集業務(平成26年3月号）にかかる経費支出について
131,250

城東区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(２月分)の支出について（区民モニター料金受取人払分及び工業統計分含む）
240

城東区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用　封筒の購入にかかる消耗品費の支出ついて
14,700

城東区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成25年度 学校体育施設開放事業用ラインテープ等の購入及び同経費の支出について（下半期）
219,177

城東区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設ガス使用料（２月分）
5,278

城東区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度遠隔手話窓口事業にかかる２月分通信費の支出について
7,254

城東区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成25年度 城東区旅客自動車運行にかかる経費支出について（平成26年2月分）
251,304

城東区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 仮設倉庫電気使用料（２月分）の支払いについて
612

城東区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成26年2月分）
1,020

城東区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成26年2月分）
3,280

城東区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　カード立て外１１点の購入にかかる同経費の支出について
176,799

城東区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＮＴＴ西日本電話使用料（３月分）の支払いについて
20,499

城東区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度 城東区広報紙「ふれあい城東」新聞折込広告業務委託（平成26年3月号）にかかる経費の支出について（概算契約）
416,225

城東区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「輝く城東区ふれあいマップ」編集業務にかかる経費支出について
367,500

城東区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳業務にかかる同経費の支出について（平成２６年２月分）
20,580

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 点字用テプラの立替にかかる支出について
5,880

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金(２月分)の支出について
154,200

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 カラー用紙　外６点の購入と同経費の支出について
35,184

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 区政会議で使用するお茶代の立替にかかる支出について
2,666

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 防災訓練で使用する竹竿代の立替にかかる支出について
676

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター仮施設・老人福祉センター水道使用料の支出について（３月分）
6,545

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所庁舎及び城東区保健福祉センター分館庁舎清掃業務委託の支払いについて（２月分）
468,912

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センター仮施設の警備委託業務にかかる支出について（２月分）
14,175

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について（２月分）
9,240

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払いについて(２月分)
5,250

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館仮庁舎　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入にかかる支出について（２月分）
13,650

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 「ゼンリン住宅地図（大阪市城東区）」の購入について
11,340

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（２月分）の支出について
3,090

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（２月分）の支出について
7,280

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙事務用　コピー料金(２月分)の支出について
2,074

城東区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（２月分）の支出について
2,780

城東区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城北川ブランド化プロジェクト用アイラブ城北川プロジェクト支援事業～川に集い、川に親しむ、都会の中のふるさとまちづくりPR事業～業務委託（１月分）の支出について
262,604

城東区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の物品購入にかかる支出について（災害時避難所用パーテーション）
510,384

城東区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の物品購入にかかる支出について（アルファ化米）
730,800

城東区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 芸術文化の薫るまちづくり事業用　第１０回吹奏楽フェスティバルにかかる消耗品購入の支出について
5,628

城東区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 水害対策充実事業の物品購入にかかる支出について（救命ボート）
927,360

城東区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（２月分）
812

城東区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 芸術文化の薫るまちづくり事業「第１０回吹奏楽フェスティバル」にかかるボランティア・市民活動行事保険料の支出について
8,070
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城東区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて
1,600

城東区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（３月支払い分）
225,600

城東区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の物品購入にかかる支出について（避難所トイレ用テント）
517,650

城東区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の物品購入にかかる支出について（要援護者用トイレ）
232,050

城東区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業（防災マップ作成）にかかる経費の支出について
154,875

城東区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 芸術文化の薫るまちづくり事業用　第１０回吹奏楽フェスティバルにかかる参加記念品（クリアホルダー）購入費の支出について
19,215

城東区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 芸術文化の薫るまちづくり事業「吹奏楽フェスティバル」にかかるチラシ・ポスター・プログラム・立看板作成費の支出について
92,400

城東区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 城東区第九演奏会商店街盛上げプロジェクトにかかる経済戦略局地域経済活力創造制度分担金の支出について
250,000

城東区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「青少年非行防止活動（指導ルーム）事業」における消耗品（ブルゾン）の購入にかかる経費の支出について
28,980

城東区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度城東区コミュニティ育成事業にかかる公募型プロポーザルへの経営状況、財務体制から見た参加資格審査謝礼について
3,100

城東区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵送料（地域防災関係業務）
720

城東区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当　後納郵便料の支出について（２月）
3,840

城東区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当　後納郵便料の支出について（２月）
80

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報用ドラムカートリッジ他４点の購入にかかる同経費の支出について
300,132

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について（平成２６年３月分）
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について（平成２６年３月分）
1,400,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（３月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（３月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用ボイスコールロールペーパーの購入について
31,500

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
442,634

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
600

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
900

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１０月分）
300

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１１月分）
1,160

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
680

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１０月分）
640

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,420

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１１月分）
640

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
1,860

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について（３月２０日支払予定）(追加分)
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について（３月２０日支払予定）
1,600,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について（３月２０日支払予定）
82,670

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について（３月２０日支払予定）【追加】
472,110

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（退職）（３月２０日支払い分）
83,455

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（退職）（３月２０日支払い分）(追加)
16,438

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
16,997

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所窓口サービス課住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（２６年２月分）の支出について
2,075,408

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住民情報事務用音声付順番案内システム機器一式の購入にかかる同経費の支出について
1,806,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）使用にかかるコピー代金（26.2月分）の支出について
20,868

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（26年2月分）の支出について
51,740

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（26年2月分）の支出について
52,680

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（26年2月分）の支出について
33,040

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）２月分コピー代の支出について
2,338

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分後納郵便料の支出について
4,580

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（26年2月分）の支出について
4,380

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
300

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）２月分コピー代の支出について
21,616

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分後納郵便料の支出について
260,812
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城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
400

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料口座振替勧奨啓発物品（マスク）の購入について
332,010

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国民健康保険料口座振替勧奨用広報チラシの購入について
51,450

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分後納郵便料の支出について
742,806

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）２月分コピー代の支出について
5,257

城東区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分後納郵便料の支出について
332,251

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当職員研修にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年1月分)
340

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費(平成26年1月分)の支出について
8,506

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
394,190

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年３月分保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年２月支給決定分
242,966

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年３月分保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について
120,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
231,620

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
1,580

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代等）の支出について
264,805

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
1,282,285

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成　平成２６年２月支給決定分
13,857

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２６年２月支給決定分
13,859

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修費等）の支出について
44,952

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費　平成２６年２月支給決定分
4,404

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月3日～17日分）
1,340

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月3日～17日分）
8,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月3日～17日分）
15,200

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月3日～17日分）
7,680

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
214,590

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月3日～17日分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月3日～17日分）
1,004

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月3日～17日分）
7,273

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当(平成２５年１０月分～平成２６年１月分)の支出について
40,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
6,591

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
7,939

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,150,099

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費返還金（159条戻入本庁執行分）の過誤納付における還付金について
25,539

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい児・者相談支援事業に係る相談員派遣報償金の支出について（1月分）
56,420

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成　平成２６年２月支給決定分
1,345,283

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
2,493,564

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２６年２月支給決定分
109,106

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用カラーペーパー購入経費の支出について
7,119

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
343,972

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
812,671

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修費等）の支出について
14,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費　平成２６年２月支給決定分
98,127

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年３月分保育所賄材料費の支出について
3,751,725

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料
8,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ソーシャルインクルージョン推進事業用　非営利・有償活動団体保険料の支出について
78,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について
11,360

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（平成２６年２月実施分）
97,080

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月20日～27日分）
2,520
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城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月20日～27日分）
17,290

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月20日～27日分）
2,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
399,226

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№19）
242,100

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月20日～27日分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
244,910

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年２月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
61,140

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月20日～27日分）
3,948

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月20日～27日分）
800

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年2月20日～27日分）
4,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年３月支給決定分
285,331

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年２月分　乳幼児健康診査等事業の報償金の支出について
603,740

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成　平成２６年３月支給決定分
620,303

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２６年３月支給決定分
136,986

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業および社会復帰相談指導事業にかかる講師謝礼金支出について（２月分）
28,300

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費　平成２６年３月支給決定分
4,180

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２６年３月支給決定分
182,923

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
565,095

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
1,624,986

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
1,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
1,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年3月6日～12日分）
1,334

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年3月6日～12日分）
8,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年3月6日～12日分）
11,040

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年3月6日～12日分）
1,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当職員研修にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年2月分)
3,360

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年3月6日～12日分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成26年4月定例払い分)
25,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成26年4月定例払い分)
13,500,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成26年4月定例払い分)
500,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
112,695

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成26年4月定例払い分)
100,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成26年4月定例払い分)
400,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
794,745

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年3月6日～12日分）
10,500

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年３月支給決定分
42,636

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年3月6日～12日分）
712

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費(平成26年2月分)の支出について
10,186

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代等）の支出について
472,660

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年３月支給決定分
39,078

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２５年度民生委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,611,050

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成　平成２６年３月支給決定分
280,595

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について（代理受領方式）
1,459,416

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２６年３月支給決定分
87,959

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
148,371

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２５年度児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,542,300

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費　平成２６年３月支給決定分
30,071

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成　平成２６年３月支給決定分
16,882
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城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者住宅改修費給付事業にかかる支出について
280,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
1,181,953

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２６年３月支給決定分
85,283

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２６年３月支給決定分
6,708

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
449,315

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費等）の支出について
17,363

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
412,670

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
5,300

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
800

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
9,600

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
4,720

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 保健事業のご案内　企画・編集業務（広報）にかかる経費の支出について
94,500

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
258,250

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
400

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
28,325

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ＣＯＰＤ事業用マウスピースの購入にかかる経費の支出について
53,760

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー代（平成２６年２月分）
14,536

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年2月分）
380

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（26年2月分）
32,560

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（26年2月分）
16,867

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年2月分）
2,320

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（26年2月分）
2,060

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年2月分）
41,183

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年2月分）
25,860

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年2月分）
1,440

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金(平成26年2月分)の支出について
41,397

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の支出について(平成26年2月分)
334,812

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の支出について(平成26年2月分)
75,090

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）受取人払い郵便料の支出について（平成26年2月分）
413,070

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年2月分）
179,457

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年2月分）
33,102

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の業務委託契約にかかる支払いについて（平成２６年２月分）
1,046,850

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年2月分）
31,693

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（26年2月分）
25,200

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
430

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便の支出について（２月分）
80,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険関係事務用にかかるコピー代（２月分）の支出について
8,790

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便の支出について（２月分）
59,505

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健活動）事務用コピー代（平成２６年２月分）
11,594

城東区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成費について
42,000

鶴見区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年6月号～平成26年4月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月号分）
46,882

鶴見区役所 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理事務用シャッター書庫の購入にかかる経費の支出について
65,205

鶴見区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年４月号～平成26年３月号）新聞未購読世帯への配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月号分）
86,418

鶴見区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用（法律相談及び就労相談用）セラミックファンヒーター外１点購入経費の支出について
17,797

鶴見区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 鶴見区における「接遇・ＣＳ研修」並びに「褒める・認める組織風土醸成研修」の講師謝礼について
50,400

鶴見区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料（１月分）の支出について
3,675

鶴見区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 太陽光発電事業によるコミュニティ・ビジネス構築支援に関する調査検討業務にかかる経費の支出について
2,296,609
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鶴見区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民アンケート事業用アンケート集計請負業務費の支出について（第３回目／全４回）
170,100

鶴見区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年５月号～平成26年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（3月号分）
73,500

鶴見区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
15,705

鶴見区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,240

鶴見区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 鶴見区ラグビーフェスティバル事業用レクリエーション保険料の支出について
53,700

鶴見区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用電動シャッター保守点検業務委託について
27,300

鶴見区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年6月号～平成26年4月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（3月号分）
46,882

鶴見区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用住宅地図購入の支出について
10,395

鶴見区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年５月号～平成26年４月号）新聞折込広告業務委託（概算契約）の経費支出について（3月号分）
240,245

鶴見区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外３課12月分及び２月分）
9,130

鶴見区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　鶴見区役所３階女子トイレ漏水補修業務について
58,800

鶴見区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用（総務事務用）後納郵便料（２月分）の支出について
6,750

鶴見区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処分業務委託経費（臨時分その３）の支出について
191,675

鶴見区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（２月分）
400

鶴見区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（２月分）
6,640

鶴見区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（２月分）
4,050

鶴見区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代金（２月分）の支出について
49,512

鶴見区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（2月分）
7,087

鶴見区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処分業務委託経費（２月分）の支出について
10,600

鶴見区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入経費の支出について（2月分）
9,240

鶴見区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 鶴見区福祉バス運行事業用運行業務委託料（２月分）の支出について
582,750

鶴見区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙執行用コピー代金（２月分）の支出について
8,757

鶴見区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年５月号～平成26年４月号）概算印刷にかかる支出について（３月号分）
204,624

鶴見区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用携帯電話使用料（２月分）の支出について
3,310

鶴見区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 鶴見緑地での子ども向けアートイベント開催にかかる参加者イベント保険の契約及び同経費の支出について
1,900

鶴見区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用コピー代金（２月分）の支出について
5,562

鶴見区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査用統計調査員報酬の支出について
627,224

鶴見区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所自転車案内及び誘導業務委託について（その２）（２月分）
106,050

鶴見区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用窓口案内員派遣業務委託経費の支出について（２月分）
158,790

鶴見区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用端末（視覚障がい者用）の借入について（2月分）
1,491

鶴見区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内パソコン等一式長期借入経費の支出について（２月分）
14,595

鶴見区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 鶴見区鶴見緑地情報サイト制作業務にかかるプロポーザル選定委員の謝礼について
55,570

鶴見区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（２月分）
343,875

鶴見区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民アンケート事業用アンケート集計請負業務費の支出について
170,100

鶴見区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市長選挙における物品搬出入用トラック（運転手・助手付）借上げ経費の支出について
310,800

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 鶴見区災害対策用職員住宅にかかる電話料金の支出について（３月分）
2,890

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度鶴見区広報紙企画編集業務にかかるプロポーザル選定委員の謝礼について
32,380

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アンケート事業用ゴム印の購入経費の支出について
4,557

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用（法律相談用）案内板購入経費の支出について
12,075

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
315

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,354

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用庁内回線電話使用料の支出について（３月分）
20,436

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
45,990

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,910

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料（２月分）の支出について
3,675

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙執行用ビニールシート購入にかかる経費の支出について
391,461

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,164

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 市長選挙執行用当日投票所用弁当の調達について
110,550
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鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
16,090

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 市長選挙執行用期日前投票所用弁当の調達について
64,350

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
7,240

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 市長選挙執行用投票所施設借り上げ経費の支出について
25,600

鶴見区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 市長選挙執行用長方形テーブル及びＦＡＸ借上げにかかる経費の支出について
110,775

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度区民レクリエーション事業における鶴見区民ファミリースキー講師謝礼金の支出について
80,750

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」における舞台・照明・音響管理業務の経費支出について
112,350

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度「子どもの遊び場作り事業」実施にかかる消耗品の購入について
228,480

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度「鶴見区成人の日記念のつどい」における映像等記録編集業務の支出について
15,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度　夢未来創造事業「小学校出前授業（バスケットボール教室）」開催に伴う講師謝礼金の支出について
51,580

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度青少年非行防止活動事業実施における消耗品の購入について
195,300

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市スポーツ推進委員の報酬の支出について（１０月～３月分）
172,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全パトロール業務に係る消耗品の購入及び同経費の支出について
88,347

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発物品（クリアファイル(ロゴ入り)）の購入について
48,300

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課（地域活動支援）コピー代の支出について（平成26年2月分）
4,252

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」における楽器搬送業務の経費支出について
100,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２５年度「鶴見区成人の日記念のつどい」における式典用白布クリーニング業務にかかる経費の支出について
5,040

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第17回鶴見区生涯学習ルームフェスティバルにおける舞台・照明・音響管理業務の経費支出について
100,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業（榎本幼稚園）にかかる講師謝礼金の支出について
22,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（２月分）にかかる報償金の支出について
14,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業（茨田東小学校）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代金の支出について（平成26年2月分）
11,395

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「第１７回鶴見区生涯学習ルームフェスティバル」開催にかかる消耗品の購入について
88,020

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子ども見守り活動支援事業にかかる啓発物品の購入及び同経費の支出について
133,192

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事業所と協働した防犯啓発活動に係る啓発物品の購入及び同経費の支出について
69,300

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度 区震災訓練「つるみんピック＆安全・安心フェスタ」に係る管理運営業務委託契約の締結及び同経費の支出について
291,900

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」における映像記録編集業務の支出について
10,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課事務用(人権・生涯)郵便料の支出について
7,080

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,680

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（防災・防犯）事務用後納郵便料金の支出について（平成26年２月分）
490

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第17回鶴見区生涯学習ルームフェスティバルにおける映像等記録編集業務の経費の支出について
15,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用文具類等購入経費の支出について
12,222

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,120

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用文具類等購入経費の支出について
22,549

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成26年３月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成26年３月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の３月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の３月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用プリンタトナーの購入経費について
84,105

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
800,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,263,100

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる装具・食事差額等療養費の支出について
513,834

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる装具・食事差額等療養費の支出について
46,502

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報担当事務（戸籍事務）用返信用切手購入経費の支出について
20,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 住民情報用交付窓口レジスターレシート用スタンプ購入にかかる経費の支出について
7,350

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について(平成26年3月10日支払）
642,719

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用文具類等購入経費の支出について
13,440

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用国保プリンタトナーの購入経費について
113,796
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鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用後期プリンタトナーの購入経費の支出について
30,450

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について(平成26年３月２４日支払）
122,595

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分）
3,500

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分）
62,954

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分）
92,034

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分）
466,128

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分）
137,877

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分）
4,582

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 住民情報用交付窓口レジスターボタン設定変更業務委託にかかる経費の支出について
16,800

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる装具・食事差額等療養費の支出について
600,261

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について(平成26年3月27日支払）
7,761

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報業務用住民基本台帳プリンタ用トナー等購入経費の支出について
52,605

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（２月分）
7,917

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
600,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
443,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用コピー代金（２月分）の支出について
9,533

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（２月分）
90,740

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（２月分）
2,090

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業におけるサポーターの活動保険の支出について
1,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育3月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育3月分）の支出について
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２６年３月）の支出について
231,614

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
230,727

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
34,650

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（２月～３月分）
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
12,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
48,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費(平成２６年３月）の支出について
71,033

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費(平成26年３月５日）の支出について
202,157

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 地域健康講座（ひまわり会平成26年2月実施分）にかかる講師謝礼の支払いについて
10,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
43,012

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
7,210

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
200,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
508,088

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
117,214

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 講師謝礼金　多職種連携グループワーク（地域福祉活動推進事業用）の支出について
11,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区地域有償ボランティア育成事業　業務委託にかかる経費の支出について(１０・１１・１２月分）
3,583,126

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第３四半期分）
2,425

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２６年３月）の支出について
248,854

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
8,343

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
967,489

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費(平成２６年３月）の支出について
15,769

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第３四半期分）
2,425

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品購入経費の支出について
136,945

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品購入経費の支出について
10,191

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（２月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（２月分）
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
15,944
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
239,166

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
20,579

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
177,201

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費(平成26年３月１１日）の支出について
89,392

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
74,942

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
33,994

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１月分）
118,892

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
17,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
47,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
104,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
806,643

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
29,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
100,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
174,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
1,100,045

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費(平成26年3月12日）の支出について
51,294

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
44,162

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
85,490

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１月分）
41,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年１２月～平成２６年１月分）
42,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
24,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
23,770

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる診察料・検査料の支出について
4,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる鑑定費用の支出について
100,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２６年３月）の支出について
309,930

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
20,672

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
23,844

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
3,360

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
6,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
27,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費(平成２６年３月）の支出について
24,337

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費の支出について（平成２５年１１月・２６年１月～２月分）
192,924

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
14,147

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
596

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
290

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,840

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修の支出について
238,967

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
21,651

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について
13,144

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
1,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 子育てママの健康講座（ヨガ・ストレッチ）にかかる講師謝礼の支払いについて
9,660

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
3,776

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
2,584

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
2,813

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２５年度２月分)
291,240
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
8,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
2,270

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
3,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 児童虐待防止啓発活動用物品購入経費の支出について
217,507

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１月分）
20,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
169,908

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１～２月分）
70,807

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる引越料の支出について
39,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１～３月分）
65,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年２月分）
7,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年２月分）
3,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年２月分）
6,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
79,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（２月分）
900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（１１月分）
540

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（９月分）
150

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（９月分）
340

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（９月分）
340

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（２月分）
460

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（２月分）
340

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（２月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
123,017

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
43,826

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
139,544

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
244,032

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
7,916

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
43,878

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（11月～2月分）
5,330

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（11月～2月分）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費3月分の支出について
2,096,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費・校外活動参加費の支出について（平成２５年４～７・９～１２・２６年１～２月分）
1,146,853

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
9,860

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について
5,558

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
291,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
336,575

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
320,550

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
37,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
23,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
192,230

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
154,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（２月～３月分）
37,730

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
46,440

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１月申請分）
270,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 ４月分生活保護費の支出について（定例分）
5,235,226

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 ４月分生活保護費の支出について（定例分）
2,032,690

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ４月分生活保護費の支出について（定例分）
35,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
305,550
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
312,825

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
276,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるオムツ代の支出について（平成２６年１～２月分）
5,885

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年２月～３月分）
22,870

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
52,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
105,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
110,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
41,650

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費(平成26年３月26日）の支出について
146,043

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用にかかる出張旅費の支出について（２月）
920

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
7,275

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用にかかる出張旅費の支出について（２月）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２６年３月）の支出について
301,083

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
270,220

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
279,351

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
5,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
27,346

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
31,703

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
283,023

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
32,342

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
66,991

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
170,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
122,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（２月～３月分）
111,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
211,505

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
59,147

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（２月～３月分）
17,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費(平成２６年３月）の支出について
37,752

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年２～３月分）
70,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
108,290

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
28,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 平成２５年度「健診等のお知らせ」周知用ビラの新聞折込み広告業務について（健康けいじばん（３月号保存版））
142,712

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業、家族教室事業の講師報償金（２月分）の支出について
8,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業、グループワークの講師報償金（２月分）の支出について
36,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
7,275

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 講師謝礼金　認知症になっても地域で住み続けたい（地域福祉活動推進事業用）の支出について
13,670

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 講師謝礼金　認知症になっても地域で住み続けたい（地域福祉活動推進事業用）の支出について
16,940

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
20,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「認知症になっても地域で住み続けたい（地域福祉活動推進事業）」講演会周知用チラシ印刷の支出について
13,020

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
5,378

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
10,997

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
4,331

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
7,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
5,158

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「健診等のお知らせ」周知用ビラの印刷について
277,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費(平成26年3月28日）の支出について
20,902
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
6,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（３月分）
6,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（３月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
2,140

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
4,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金（受取人払）郵便料（２月分）の支出について
279,170

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
3,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
5,840

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
320

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
38,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
240

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
5,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
95,255

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（２月～３月分）
23,914

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
720

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
4,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１１月申請分）
141,072

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
320

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護用市内出張交通費等の支出について（平成２６年２月分）
3,040

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 ２月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
32,785

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 ２月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
196,060

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年２月分）
41,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年２月分）
21,505

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年３月分）
69,244

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年３月分）
84,775

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年３月分）
5,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２５年１０月・２６年３月分）
27,426

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年３月分）
70,422

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修の支出について
37,115

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修の支出について
10,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
2,650

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
2,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
22,454

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
14,850

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
10,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
17,922

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
2,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
14,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
6,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護世帯にかかる出産扶助費の支出について
6,330

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（平成26年2月分）
8,520

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２６年２月分）
97,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（２月分）の支出について
400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（２月分）の支出について
560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
2,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（２月分）の支出について
21,890

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
14,720
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
640

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
28,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
60,875

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
2,650

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
880

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
80,215

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２５年度２月分)
288,230

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（２月分）の支出について
10,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
3,010

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
580

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
2,009

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
51,002

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料（受取人払分）の支出について（２月分）
8,220

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
1,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料（受取人払分）の支出について（２月分）
5,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
10,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
480

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
1,280

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
335,916

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
2,080

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
2,840

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
970

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
2,520

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
1,250

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
8,140

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所産業廃棄物処理業務委託（単価契約）にかかる支出について（２月分）
13,608

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（２月分）
9,240

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（２月分）
953,198

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（２月分）
13,020

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用受水槽・汚水槽清掃業務委託にかかる費用の支出について
253,050

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年２月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,389

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
27,240

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
17,325

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる費用の支出について（２月分）
378,000

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（２月分）
25,798

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 旅費　普通旅費 平成26年3月23日執行予定大阪市長選挙事務用市内出張交通費の支出について（2月分）
1,460

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（２月分）
74,739

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）（１回目）
11,025

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）（１回目）
4,200

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（２月分）
75,909

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（２月分）
37,460

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）（１回目）
1,399

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）（１回目）
14,266

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）（１回目）
3,380

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（２月分）
398,202

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙における消耗品の購入にかかる経費の支出について
41,081

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 大阪市長選挙における宿泊施設借上げにかかる経費の支出について
188,000

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙における消耗品の購入にかかる経費の支出について
71,132



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民登録担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
176,715

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年３月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
20,505

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（２月分）
94,030

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（２月分）
3,640

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２５年度総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（２月分）
400

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務及び大阪市長選挙事務用）
4,030

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務及び大阪市長選挙事務用）
8,280

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙にかかる事務用消耗品の経費の支出について
206,640

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 大阪市長選挙における昼食の食糧費にかかる経費支出について
73,600

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 大阪市長選挙における投票所用茶菓子購入費の経費支出について
21,465

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 大阪市長選挙における期日前投票所分の食糧費（７８人分）にかかる経費の支出について
62,400

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 大阪市長選挙における夕食の食糧費にかかる経費の支出について
73,600

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務及び大阪市長選挙事務用）
6,690

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 大阪市長選挙における宿泊用布団の借上げにかかる経費の支出について
10,000

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 大阪市長選挙における開票台借上げにかかる経費の支出について
132,300

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 大阪市長選挙にかかる施設使用料の支出について
28,295

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 大阪市長選挙にかかる施設使用料の支出について
8,295

阿倍野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市長選挙における啓発宣伝自動車借上の貸借にかかる経費支出について
346,500

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用パイプテント等の購入にかかる経費の支出について
106,680

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分1回目）
3,646

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分1回目）
11,550

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分1回目）
1,100

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区防災事業にかかる行事保険料の支出について
5,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用腐葉土等の購入にかかる経費の支出について
27,300

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用非常用アルファ米等の購入にかかる経費の支出について
201,180

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 阿倍野区民センター給排気ファン修繕工事にかかる支出について
248,503

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 阿倍野区民センター2階ホワイエ上部ガラス面屋上漏水補修工事にかかる支出について
871,500

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業用防犯ブザーの買入にかかる経費の支出について
1,876,875

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,780

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
150

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,800

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度阿倍野区広報紙企画編集及び印刷業務経費の支出について（平成26年3月号）
451,500

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度阿倍野区広報紙新聞折込広告業務にかかる経費の支出について（平成26年3月号）
423,447

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度阿倍野区広報紙企画編集及び印刷業務経費の支出について（平成26年3月号）
189,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（10月～3月分）
158,400

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支払いについて（平成２６年２月分）
39,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業花苗運搬業務にかかる経費の支出について
105,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区防災事業（3.11メモリアル防災セミナー）にかかる講師謝礼の支払いについて
34,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用（広報・ＩＣＡ・生涯学習）の消耗品購入経費の支出について
73,410

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（２月分）
5,166

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用（広報・ＩＣＡ・生涯学習）の消耗品購入経費の支出について
16,380

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用（広報・ＩＣＡ・生涯学習）の消耗品購入経費の支出について
54,347

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区防災事業用パイプテント等レンタルにかかる経費の支出について
105,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
18,900

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（２月分）水道料金の支出について
997

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（２月分）水道料金の支出について
577

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（３月分）電気料金の支出について
6,191

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度阿倍野区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（2月分）
205,616
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阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全安心まちづくり用電話料金の支出について（平成26年2月分）
11,677

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全安心まちづくり担当事務用消耗品購入経費の支出について
59,883

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度阿倍野区コミュニティ育成事業選定委員報酬にかかる経費の支出について
50,955

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業外２事業にかかる定規等の購入にかかる経費の支出について
18,396

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業外２事業にかかる定規等の購入にかかる経費の支出について
76,101

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業外２事業にかかる定規等の購入にかかる経費の支出について
56,743

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 若者が担うまちづくり推進事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
5,680

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年２月分）
320

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年２月分）
95

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災事業外２事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支払いについて
2,480

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年２月分）
540

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災事業外２事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支払いについて
2,480

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年２月分）
8,360

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 区防災事業外２事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支払いについて
380

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２６年３月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２６年３月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる3月分歳出還付資金(一般分）の資金前渡の支出について
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる3月分歳出還付資金（退職被保険者等還付金分）の資金前渡の支出について
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険年金）における市内出張交通費の支出について（１月分）
920

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険年金）における市内出張交通費の支出について（１月分）
1,040

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年２月分）
181,897

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍事務用戸籍時報の購入経費の支出について
6,300

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 「区民サービス課（保険年金）事務用　テプラテープ　外10点　買入」の契約締結にかかる経費の支出について
76,650

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について
7,477

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 区民サービス課（保険年金）順番表示システム機器使用料の支出について（2月分）
12,180

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年３月分）
250,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２６年３月分）
44,577

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年３月分）
350,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度区民サービス課（住民情報）事務用切手及び戸籍届書到達確認はがき購入費の支出について
19,800

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍事務用戸籍誌等の購入経費の支出について
97,596

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年３月分）
337,811

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出について
800

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
400,470

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 順番表示システム機器の賃貸借業務の実施と同経費の支出について（２月分リース料）
12,180

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
42,594

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
20,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
18,128

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
37,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
44,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２６年３月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２６年３月分通常保育用）
36,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品の資金前渡金支出について（平成２６年３月分通常保育用）
36,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
22,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
20,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分にかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
40,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費及び教材代にかかる教育扶助費の支出について（高松小・平成２６年１月分）
55,209

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月分）
45,423
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分））
3,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分））
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月分）
26,190

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成26年2月分）
201,005

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
37,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
29,944

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成26年2月分）
4,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
22,910

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護の高等学校就学にかかる生業扶助費の支出について（平成26年2月分）
280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（２月１７日実施分）
6,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支払いについて（平成２５年１０月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
292,353

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭料の支払いについて
166,408

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度運動サポート（２月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（１月分追加）
31,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
35,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
58,955

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
109,038

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年２月分）
27,492

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年２月分）
75,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年２月分）
7,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護サービスにかかる介護扶助費の支出について（平成26年2月分）
280,739

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月）
8,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月分）
15,170

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分））
16,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分）
5,620

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分））
4,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年２月分）
49,184

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度ピアカウンセリング（２月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（２月分）
16,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見開始に係る審判請求費用の支出について
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見開始に係る審判請求費用の支出について
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる消耗品（ロッカー）購入経費の支出について
115,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年2月分）
26,126

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年2月分））
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護の出産にかかる出産扶助費の支出について（平成26年2月分））
2,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年２月分）
11,209

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年２月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年２月分）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年２月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年２月分）
4,305

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 高齢者虐待防止及び児童虐待防止啓発物品の購入にかかる経費の支出について
351,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年２月分）
766

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 阿倍野区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議に係る講師謝礼の支出について
13,520
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年２月分）
440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年２月分）
3,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年２月分）
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
64,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
157,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
1,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年２月分）
3,882

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 阿倍野区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議に係る講師謝礼の支出について
3,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度不登校児などの居場所づくり事業にかかる報償金の支出について（２月分）
110,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度子育てカウンセリング事業専門相談（ＰＴ）にかかる報償金の支出について（２月分）
38,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者権利擁護推進事業相談会にかかる報償金の支出について
15,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越移送にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
210,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
67,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
4,058

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
25,613

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
18,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野小・平成２６年２月）
20,354

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（長池小・平成２６年２月）
37,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（松虫中・平成２６年２月）
7,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘小・平成２６年２月）
32,487

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（中野中・平成２６年２月）
2,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
170,629

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
14,368

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
118,310

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
17,870

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会の移送にかかる生活扶助費および通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
11,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年３月分）
5,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
29,550

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会の移送にかかる生活扶助費および通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり推進事業（2月24日ウォーキングサポーター養成講座）の講師報償金の支出について
9,140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
55,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
35,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
6,143

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
1,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
25,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
76,755

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
141,110

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,268

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
23,381

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,930

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,158

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
9,870
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
233,657

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
10,506

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
1,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
2,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（２月分）
205,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について
270,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年2月）
5,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年2月）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年2月）
720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年2月）
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
21,210

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
73,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
33,944

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
19,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費及び通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費及び通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
20,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
8,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食にかかる教育扶助費の支出について（丸山小・平成26年2月分）
43,982

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食にかかる教育扶助費の支出について（阪南小・平成２６年２月）
142,553

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘南小・平成２５年９月～平成２６年２月）
95,694

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野中・平成２６年２月）
4,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食にかかる教育扶助費の支出について（高松小・平成２６年２月分）
53,279

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成26年2月）
30,352

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南中・平成２６年２月）
50,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費及び教材代にかかる教育扶助費の支出について（常盤小・平成２６年２月分）
89,004

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（昭和中学校・平成26年2月分）
35,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食にかかる教育扶助費の支出について（文の里中・平成２６年２月）
33,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
24,125

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
5,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費及び通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
5,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費及び通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
1,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
35,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉ボランティア講座にかかる講師報償金の支出について
21,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度第3回子育てアドバイザー連絡会議の講師謝礼の支出について
14,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度発達障がいサポート事業にかかる非営利・有償活動団体保険料の支出について
49,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
3,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
10,662

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
41,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
62,637

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成26年3月分）
253,055

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（２月分）
322,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（２月分）
204,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健事業用公用車の車検に伴う重量税の支出についいて
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用切手の購入の支出について（３月購入分）
9,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度不登校児などの居場所づくり事業研修会開催にかかる講師謝礼の支出について
17,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張費の支出について（２月分）
4,850

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２５年度民生委員・児童委員費用弁償金（第４四半期分）の支出について
1,154,475

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年1月20日受付平成25年10月利用分および11月利用分）
4,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年1月20日受付平成25年10月利用分および11月利用分）
4,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
46,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
89,195

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
41,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
97,770

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
41,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,612

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年３月分）
1,733

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
8,630

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２５年度民生委員・児童委員費用弁償金（第４四半期分）の支出について
1,108,225

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
456,599

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受理方式）
218,926

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
483,897

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
18,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる消耗品（ゴム印）購入経費の支出について
7,965

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
176,148

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
2,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
39,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
32,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る阪南保育所賄材料費の資金前渡金支出について（平成２６年３月分）
1,016,475

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所賄材料費の資金前渡金支出について（平成２６年３月分）
798,975

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
18,725

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
37,347

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
56,547

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
78,589

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
917,650

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
20,023

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
154,161

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
19,055

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
61,748

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
22,550

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成26年2月）
2,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成26年2月）
11,854

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成26年2月）
11,394

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる消耗品（一般公印及びゴム印）購入経費の支出について
11,030

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
24,282

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年４月定例払分）
24,386,868

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年４月定例払分）
12,063,351
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年４月定例払分）
220,989

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年３月分）
1,470

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
9,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（2月分）の支出について
28,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度子育てカウンセリング事業専門相談（ＯＴ、ＰＴ）にかかる報償金の支出について（３月分）
66,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度阿倍野区子育て支援者講座（第４回）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
2,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
15,519

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
1,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
8,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
8,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
10

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２６年３月支払分）
1,503,522

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
78,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
40,046

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
45,217

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
45,217

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
6,627

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
14,008

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２６年３月支払分）
355,678

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
39,347

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越にかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
12,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
54,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
40,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
4,088

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成26年3月分）
1,943

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護サービス料にかかる介護扶助費の支出について（平成26年3月分）
3,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
39,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
8,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
25,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
56,031

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
1,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料及び検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
11,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護の高等学校就学にかかる生業扶助費の支出について（平成26年3月分）
1,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２６年３月支払分）
438,023

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２６年３月支払分）
41,388

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
7,210

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年３月分①）
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
2,937

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
1,370

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
1,341

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
117,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
500
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
1,580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
1,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
8,310

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
7,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（東中浜小・平成２６年２～３月分）
3,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成26年3月分）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
43,286

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度ピアカウンセリング（３月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等物品の購入にかかる経費の支出ついて
7,297

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等物品の購入にかかる経費の支出ついて
18,995

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等物品の購入にかかる経費の支出ついて
16,852

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
40,695

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
128,274

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成26年3月分）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
9,940

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（３月分）
48,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等物品の購入にかかる経費の支出ついて
2,730

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等物品の購入にかかる経費の支出ついて
36,624

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等物品の購入にかかる経費の支出ついて
6,510

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等物品の購入にかかる経費の支出ついて
32,991

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等物品の購入にかかる経費の支出ついて
82,237

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「あべの　安全・安心　見守り、支え合い隊事業」委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について
49,135

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（３月号分）
29,925

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
80

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
5,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（平成２６年４月分）の支出について
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月）
10,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
1,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分②）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
15,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分②）
50,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
36,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
19,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分②）
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成25年11月21日申請受付平成25年９月利用分および平成25年10月利用分）
4,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
11,845

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
189,489

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
13,719

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成25年11月21日申請受付平成25年９月利用分および平成25年10月利用分）
4,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
315,163
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
151,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
51,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
66,168

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
25,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,096

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
65,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,886

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
4,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
34,650

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
3,610

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
589,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
18,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
139,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
4,730

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
594,916

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
4,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分②）
1,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
3,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月）
21,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月）
5,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月）
199,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月）
109,595

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年２月）
48,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
12,610

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
41,430

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年３月分）
31,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成26年3月分）
67,704

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年３月分）
108,317

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
24,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成26年3月分）
12,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
860

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分②）
570

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分②）
35,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
2,430

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
10,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,340

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分②）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
87,499

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
21,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（Ｆｏｕｒ　Ｌｅａｆ２月分）
1,115,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（あおぞら２月分）
895,850

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
17,205

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる料金後納郵便料の支出について（２月分）
59,710

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（２月分）
2,729

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる料金後納郵便料の支出について（２月分）
16,055

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年２月分①）
1,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る鑑定費用の支出について
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る鑑定費用の支出について
100,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
1,940

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
2,160

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度３月分　葬祭費の支出について
100,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度３月分　出産育児一時金の支払準備金の支出について
1,000,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）　平成２６年３月分　支払資金
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）　平成２６年３月分　支払資金
10,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（一般分）支出について
344,460

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（退職分）支出について
18,493

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（1月分）
7,443

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１月分）
9,532

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年度２月分　葬祭費の支出について
550,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年度２月分　出産育児一時金の支出について
514,820

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金（歳出還付金　一般　３月分）
139,401

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（一般分）支出について
396,260

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（退職分）支出について
15,357

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度３月分　葬祭費の支出について
550,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年度３月分　出産育児一時金の支出について
1,351,470

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
15,725

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる切手購入経費の支出について
19,900

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
282,201

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
2,460

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
932,981

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金（歳出還付金　一般　３月分）
994,805

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
4,749

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
5,381

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる切手購入経費の支出について
200

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民登録グループ用事務消耗品の購入費の支出について
34,335

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民基本台帳カード作成プリンター用カラーリボン購入費の支出について
26,523

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（2月分）
9,525

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 平成２５年１２月・平成２６年１月・２月分研修等市内出張交通費の支出について
460

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２５年１２月・平成２６年１月・２月分研修等市内出張交通費の支出について
2,400

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度３月分　葬祭費の支出について
400,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度３月分　出産育児一時金の支出について
949,830

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２５年１２月・平成２６年１月・２月分研修等市内出張交通費の支出について
430

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（１２・１月分）
7,033

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（１２・１月分）
2,220

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業（壮年期）のリーフレットの印刷にかかる経費の支出について
45,360
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（３月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（３月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（３月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（３月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月前半分）
197

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（２月前半分）
14,570

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（２月前半分）
550

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２２号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月前半分）
19,900

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月前半分）
420

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月前半分）
3,309

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（２月前半分）
4,700

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（２月前半分）
5,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度（障害者）市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月05日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修業資金）
330,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区ちいき愛・発信シンポジウム開催にかかるポスター並びにチラシ作成費の支出について（住之江区地域福祉アクションプラン推進事業）
69,420

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種健診用パーテーションの購入にかかる経費の支出について
47,040

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,138,195

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成25年度住之江区障がい者高齢者虐待防止連絡会議にかかる講師謝礼の支出について
8,230

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
362,873

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
176,543

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月後半分）
2,730

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（２月後半分）
4,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
285,151

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
36,025

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月後半分）
19,392

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月後半分）
1,002

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成25年度住之江区障がい者高齢者虐待防止連絡会議にかかる講師謝礼の支出について
8,230

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（２月後半分）
3,600

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（２月後半分）
3,400

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区における子育て支援情報提供企画事業にかかる「子育てマップ」の印刷経費の支出について
108,045

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
1,079,856

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育推進事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
15,435

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
479,660

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
20,360

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 安立地区で実施される地区健康講座における講師謝礼金の支出について
7,140

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年２月分　社会復帰相談事業講師料の支出について
9,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年２月分　生活技能訓練講師料の支出について
9,680

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
106,630

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
36,560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
17,391

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
18,970

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
4,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区アクションプラン推進大会の実施にかかる事務用品購入経費の支出について
91,959

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
1,171,211

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について（費用支給）代理受領方式
558,970

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「平成２６年度がん検診等広報ビラ」印刷経費の支出について
323,400
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月24日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について〔修学資金　私立大学　平成２６年度上期（４月～９月分）〕
324,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
72,459

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
22,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年２月分）の支出について
560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
3,530

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
1,480

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
180

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
80

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
5,390

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
5,400

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
15,150

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
735

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
7,278

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
7,140

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
500

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第１３号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 加賀屋地域地区健康講座の講師謝礼金の支出について
4,700

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
4,711

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
4,032

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
1,612

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
4,124

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
807

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
474

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
3,990

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（３月前半分）
1,100

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区「虐待防止あったかネット」プロジェクト運営業務にかかる委託事業者選定委員会委員報酬の支出について（平成26年3月13日開催分）
42,655

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年２月分）
6,880

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年２月分）
1,940

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年２月分）
300

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年２月分）
960

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年２月分）
420

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２６年２月分）
615

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所賄材料費の支出について（３月分）
927,575

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立御崎保育所賄材料費の支出について（３月分）
958,875

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月27日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について〔修学資金　私立大学　平成２６年度上期（４月～９月分）〕
324,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業（区独自）にかかる第４四半期請求分のレインボーカードの支出について
133,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス給付費の支出について
4,600

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス給付費の支出について
10,380

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス給付費の支出について
9,023

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス給付費の支出について
4,600

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 「平成２６年度がん検診広報ビラ」配布業務経費の支出について
163,931

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
4,551

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度（高齢者）市長審判請求にかかる報酬助成の支出について
290,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
2,610

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
1,390

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
1,880

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
2,680

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
8,744
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健業務用事務用品の購入にかかる経費の支出について
3,591

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
4,320

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
1,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
1,214,455

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
1,502,722

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
120,475

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
242,670

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
320

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
8,166

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度　結核コホート検討会参画医師謝礼金の支払いについて（２月分）
14,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（２月分）
97,080

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
25,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
1,560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（保育ママ　すみのえ）２月分
454,770

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（保育ママ　ひだまり）２月分
559,700

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
220,222

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
460

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
70,807

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２５年度乳幼児健診等報償金の支出について（２月分）
457,190

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座事業用消耗品（デジカメ等）の購入にかかる経費の支出について
61,950

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種健康講座用消耗品（バランスボール等）の購入にかかる経費の支出について
45,600

住之江区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年９月～平成２６年２月分）
6,910

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」（啓発指導員配置及び協議会運営業務）にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
990,030

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 福祉車両運行業務にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
627,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区成人の日記念のつどいの会場使用にともなう光熱水費の支出について（平成２６年１月１２日・１３日使用分）
18,914

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所防災備蓄用乾電池購入代金の支払について
41,265

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所青色防犯パトロール車両用マグネットシート製作代金の支払について
18,900

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 収容避難所用１０年保存可能乾電池購入代金の支払について
141,750

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託の支出（１月分）について
290,995

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所組織マネジメントにかかる研修の経費の支出について
66,620

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「住之江のまち案内マップ」増刷にかかる経費の支出について
157,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所産業廃棄物収集運搬処理業務委託の支出（１月分）について
16,170

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年12月、平成26年1・2月分市内出張交通費等の支出について
62,390

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
800

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
18,728

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,659

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
15,755

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,644

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
5,089

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２月分）について
22,262

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
700

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
2,900

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉センター分館機械警備業務委託の支出（２月分）について
39,900

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所産業廃棄物収集運搬処理業務委託の支出（２月分）について
12,421

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託の支出（２月分　定期清掃）について
13,125

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託の支出（２月分　日常清掃）について
22,050

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託の支出（２月分）について
70,770

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（２月分）の支出について
3,255
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住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借料の支出（２月分）について
4,935

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入業務の支出（２月分）について
9,240

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる支出（２月分）について
12,743

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２月分）について
183,121

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
5,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
544

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
16,560

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法律相談等業務にかかる相談料の支出について（平成26年２月分）
10,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（平成２５年１０月～平成２６年３月）
206,400

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
80

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
1,400

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
1,030

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
640

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
1,040

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
80

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
1,200

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 大阪市青少年指導員、青少年福祉委員改選にかかる校下選考会での消耗品費の支出について
13,965

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業「Do!プラン」（啓発指導員配置及び協議会運営業務）プロポーザル実施にかかる業者選定委員報酬の支払いについて
42,195

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ)
8,600

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種事業用トランシーバー購入経費の支出について
92,250

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種事業用トランシーバー購入経費の支出について
60,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 種花事業にかかるプリムラ等花苗運搬経費の支出について
18,375

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進室（総合企画）業務にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
15,770

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域別防災プラン作成業務委託にかかる委託料の支払について
1,690,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所一般事務用事務用品の購入にかかる支出について
53,958

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
6,071

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所庁内情報端末用等プリンタートナー購入の支出について
353,902

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（２月分）
759

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（２月分）
31,011

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（３月分）の支出について【１回目　～１０日分】
4,140

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（３月分）の支出について【１回目　～１０日分】
4,609

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年３月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
275,226

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（３月分）の支出について【１回目　～１０日分】
4,800

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（２月分）の支出について
720

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（２月分）の支出について
100,270

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（３月分）の支出について【１回目　～１０日分】
18,540

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（２月分）の支出について
14,995

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（２月分）の支出について
1,290

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 職員用防災服クリーニング代金の支払について
17,745

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年３月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
115,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託の支出（２月分）について
290,995

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所窓口案内業務従事者派遣業務の支出（２月分）について
201,250

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（２月分）の支出について
640

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務・市長選挙にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
520

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務・市長選挙にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
7,564

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務・市長選挙にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
6,040

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中学生の英語力向上支援事業にかかるトナーカートリッジ購入経費の支出について
91,350

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住之江区役所電算室設置の除湿機修繕業務にかかる費用の支出について
102,900
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住之江区役所 政策推進室 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話代の支払いについて（２月分）
12,026

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（２月分）
12,977

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年３月号）の配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
344,190

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用　更紙等消耗品の購入経費の支出について
307,650

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（２月分）
7,766

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（２月分）にかかる支出について
6,804

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 中学生の英語力向上支援事業にかかる実用英語検定料（５級）の支出について（住之江・住吉第一・南港北・真住中学校分）
543,320

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉市民病院南側歩道前住之江区広報板撤去業務にかかる経費の支出について
34,650

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業２月実施分講師謝礼金の支出について
28,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年2月分市内出張交通費等の支出について
64,340

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（３月請求分）の支出について
56,300

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民情報コーナーにかかる来庁者利用用情報端末回線の使用料（３月請求分）の支出について
1,575

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＮＴＴ）の支払について（２月分）
17,439

住之江区役所 政策推進室 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 大阪市長選挙にかかる宿泊用寝具借入
24,570

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用品（総合福祉システム用プリンタトナー）の購入経費の支出について
92,610

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用品（総合福祉システム用プリンタトナー）の購入経費の支出について
216,090

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
115,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
57,960

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
5,100

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
1,061,810

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分費の支出について
74,130

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における不動産鑑定費用等の支出について
75,700

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
305,435

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
15,500

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具費の支出について
1,550

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
221,471

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,500

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,582,480

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
666,510

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
71,750

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張交通費の支出について（平成２５年１１・１２・２６年１月分）
5,210

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張交通費の支出について（平成２５年１１・１２・２６年１月分）
460

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,800

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
7,377

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具の支出について
1,544

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
12,430

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
7,560

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
78,750

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
117,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
263,008

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
254,141

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
24,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具費の支出について
20,160

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
79,600

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,025,565

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
361,431

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
23,800
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住之江区役所 生活支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
680

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
6,160

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期分）
1,322,250

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
461,392

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期分）
1,261,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
12,160

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
31,200

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
142,556

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
24,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
242,384

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
711,525

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具費の支出について
35,145

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,580

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者診療報酬の支出について
15,620

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,253,100

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月定例払い分）
13,780,644

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月定例払い分）
6,428,528

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月定例払い分）
164,880

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
1,070,967

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
460

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
73,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月定例払い分）
331,740

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
25,255

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課一般事務用事務用品の購入について（２月分）
40,530

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
80,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
353,328

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具の支出について
10

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具費の支出について
9,996

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
45,300

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
8,300

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
29,500

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具費の支出について
3,250

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修の支出について
5,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具の支出について
27,306

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
152,370

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
17,350

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
245,709

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張交通費の支出について（平成２５年９・１０・１２月・平成２６年２月分）
2,420

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張交通費の支出について（平成２５年９・１０・１２月・平成２６年２月分）
3,280

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月１日～１９日分）
7,900

住之江区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月１日～１９日分）
11,900

住吉区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般管理用小口支払基金の支出について（２月分）
8,267

住吉区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 区政会議事務用小口支払基金の繰入について（２月分）
2,670

住吉区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 火災発生時出退勤用タクシー代の支出について
17,710

住吉区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用小口支払基金の支出について（２月分）
10,000

住吉区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度第３回住吉区区政会議にかかる会議録作成業務経費の支出について
56,700

住吉区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 常時選挙事務用小口支払基金の支出について（２月分）
6,480

住吉区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 市長選挙事務用小口支払基金の支出について（２月分）
5,810
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住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所受水槽清掃及び水質検査業務の実施及び同経費の支出について
78,750

住吉区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（２月分）
8,820

住吉区役所 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口案内員派遣業務にかかる経費の支出について（２月分）
225,451

住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(２月分)
14,091

住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用小口支払基金の繰入について（３月分）
5,000

住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課等事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
20,100

住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施について(２月分)
27,615

住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 市長選挙事務用小口支払基金の繰入について（３月分）
1,958

住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 市長選挙事務用小口支払基金の繰入について（３月分）
8,800

住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（３月分）
1,312,075

住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
480

住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
7,626

住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
8,030

住吉区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 庶務関係業務（他課分）用出張交通費の支出について（１０～２月分）
5,720

住吉区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（２月分）
104,871

住吉区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（２月分）
208,649

住吉区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(2月分)
572,237

住吉区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(2月分)
5,263

住吉区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（２月分）
3,918

住吉区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所、住吉区民センター害虫駆除業務の実施及び同経費の支出について
88,200

住吉区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（２月分）
6,823

住吉区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（２月分）
36,771

住吉区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入経費の支出について（2月分）
12,743

住吉区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用端末機器賃貸借業務経費の支出について（2月分）
3,727

住吉区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入経費の支出について（2月分）
5,812

住吉区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（２月分）
20,499

住吉区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度住吉区役所接遇等研修業務にかかる業務委託料の支出について
496,860

住吉区役所 地域課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課・文化課市内出張交通費の支出について（１月分）
15,940

住吉区役所 地域課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策用小口支払基金の繰入について(２月分）
153

住吉区役所 地域課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策用小口支払基金の繰入について(２月分）
8,282

住吉区役所 地域課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用　封筒　外３点の支出について
90,037

住吉区役所 地域課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化プラン「Do!プラン」事業用　インクタンク（純正）外２点の支出について
99,298

住吉区役所 地域課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃんボランティア事業用　小口支払基金の繰入について
3,724

住吉区役所 地域課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」啓発指導員による放置自転車対策等業務の経費支出について（第１０回中間金）
851,498

住吉区役所 地域課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラの設置にかかる配電柱の共架使用料の支出について
3,919

住吉区役所 地域課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区アクションプラン推進支援事業用　感謝状印刷経費の支出について
23,625

住吉区役所 地域課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業　自転車盗難防止用反射ステッカーの支出について
135,450

住吉区役所 地域課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 災害用階段避難車（住吉区役所）の買入及び同経費の支出について
1,401,435

住吉区役所 地域課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　腐葉土　外７点の支出について
170,310

住吉区役所 地域課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策用小口支払基金の繰入について（３月分）
2,970

住吉区役所 地域課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業「Do!プラン」啓発用自転車前かごひったくり防止カバーの支出について
340,200

住吉区役所 地域課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（２月分）
997

住吉区役所 地域課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（２月分）
577

住吉区役所 地域課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策にかかる通信費支出について（２月分）
5,237

住吉区役所 地域課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課・文化課事務用コピー代金の支出について（２月分）
29,947

住吉区役所 地域課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策　自転車前かご用「ひったくり防止カバー」買入経費の支出について
260,400

住吉区役所 地域課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　ふせん　外４点の購入経費の支出について
266,595

住吉区役所 地域課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 花さかスミちゃん事業　油しぼり機　１台の購入経費の支出について
68,250
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住吉区役所 地域課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「交通事故をなくす運動」交通安全啓発用油性マーカー外３点の買入経費の支出について
8,484

住吉区役所 地域課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課・文化課郵送代の支出について（２月分）
18,910

住吉区役所 地域課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　機械器具費 防犯カメラの買入の経費の支出について
3,875,550

住吉区役所 住民情報課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（４～８月分）の支出について
32,980

住吉区役所 住民情報課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課レジスターロール紙の購入について
66,150

住吉区役所 住民情報課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（図書購入）費の支出について
17,010

住吉区役所 住民情報課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
138,934

住吉区役所 住民情報課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 シュレッダーの買入及び同経費の支出について
196,350

住吉区役所 住民情報課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 住民情報課事務用消耗品（図書購入）費の支出について
5,460

住吉区役所 住民情報課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（２月分）
7,710

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
407,161

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待対応にかかる移送用交通費の支払いについて
2,900

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
1,588

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
92,575

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
6,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
70,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
87,900

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
105,025

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
104,080

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
71,396

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
8,240

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用消耗品（つづりひも外）の購入及び同経費の支出について
34,965

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 「みつめようあなたの健康」企画・編集業務委託にかかる経費について
120,750

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
483,389

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
4,820

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
34,443

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
134,487

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
8,252

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
1,157

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
640

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
5,510

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
2,190

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
20

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,900

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
95,130

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
27,650

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
34,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
95,590

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
315,071

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
104,852

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年２月支給決定分）
92,750

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年２月支給決定分）
1,030,322

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
35,226

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療一部負担金相当額等一部助成事業用医療費の支出について（平成26年2月支給決定分）
72,688
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成26年2月支給決定分）
372,686

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親医療助成費用医療助成費の支出について（平成26年2月支給決定分）
13,966

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て情報提供事業（子育て講演会）における講師への報償金の支出について
25,270

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 テーマ別健康講座（はっぴー健康体操）にかかる報償金の支出について
41,220

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 血管年齢測定機器のセンサー部分の修繕及び経費の支出について
23,940

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,150

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
709,101

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会報償金の支出について
11,360

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２６年２月分）
72,810

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師料の支出について（２６年２月分）
10,240

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年２月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
30,570

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２６年２月分）
38,380

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所事務にかかる消耗品費の支出について
9,324

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２６年２月分）
628,010

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師料の支出について（２６年２月分）
9,980

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
300

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
1,140

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
370

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 点字版「みつめようあなたの健康」製作業務にかかる経費の支出について
42,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
1,260

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
7,584

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
948

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年９月～１月分）
2,670

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
21,988

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
68,460

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
28,850

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
31,856

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,680

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
321,958

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
113,530

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年９月～１月分）
1,200

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
268,560

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年９月～１月分）
1,660

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年９月～１月分）
300

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年９月～１月分）
1,660

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 すみちゃんすくすくスタート事業（スタンプラリー）にかかる消耗品費の支出について
72,030

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
20,100

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
12,143

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
253,117

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
54,487

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
98,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
165,745

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出ついて（平成２６年２月分）
260,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 障がい者虐待予防事業連続研修２回目及び３回目の講師への報償金の支出について
35,980

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年３月分児童手当給付金の支給について
60,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（２月分）
560

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
26,477

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
46,785



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
75,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
70,730

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
86,024

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
27,129

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
344,169

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（２月分）
1,740

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（２月分）
13,050

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（２月分）
4,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（２月分）
2,480

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（２月分）
5,380

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（２月分）
320

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（２月分）
15,055

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年２月分）
1,950

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（２月分）
720

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
215,496

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
113,668

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
61,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
70,730

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「みつめようあなたの健康」印刷業務にかかる経費の支出について
246,708

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（３月分）
3,660,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金の支払いについて（２月分）
8,048

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用デジタル握力計の購入及び同経費の支出について
39,900

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（３月請求分）の支出について
4,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(平成２６年２月分)
6,980

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 公用車定期点検（１２ヵ月点検）について
10,552

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 子育て情報提供事業（子育てカレンダー）企画・編集及び印刷、配送業務委託の契約締結並びに同経費の支出について
105,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月・２月受取人払分）
108,215

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
2,470

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月・２月受取人払分）
308,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
38,715

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
15,900

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
11,190

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
5,200

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年３月支給決定分）
1,310,990

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
6,560

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療一部負担金相当額等一部助成事業用医療費の支出について（平成26年2月支給決定分）
225,461

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(平成２６年２月分)
580

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(平成２６年２月分)
850

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１月・２月受取人払分）
138,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
4,850

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
24,965

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
65,180

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
15,700

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成26年3月支給決定分）
278,105

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
4,090

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
30,110

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
66,000
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親医療助成費用医療助成費の支出について（平成26年3月支給決定分）
16,240

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
11,410

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉区子ども・若者育成支援事業にかかる受託者選定委員の報償金の支出について
39,285

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用水でおとせるクレヨン他２０点の購入及び同経費の支出について
19,288

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区子育て情報紙「すみちゃん子育てネット」印刷の実施及び同経費の支出について
427,140

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分－１)
32

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(３月分－１)
2,625

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
65,528

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
78,589

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
675,125

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
600,537

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
46,530

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
126,653

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
140,165

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
141,225

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
88,960

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
40,680

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
54,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,350

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
52,460

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
36,460

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
9,240

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分－１)
40

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分－１)
3,062

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分－１)
14,394

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用水でおとせるクレヨン他２０点の購入及び同経費の支出について
10,704

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健診受診勧奨リーフレットの印刷業務委託の実施及び同経費の支出について
65,100

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分－１)
28

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（２月分）
13,549

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分－１)
674

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用水でおとせるクレヨン他２０点の購入及び同経費の支出について
10,944

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 認知症予防リーフレット印刷業務委託の実施及び同経費の支出について
67,200

住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の市長審判請求用鑑定費用の支出について
100,000

住吉区役所 企画課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用小口支払基金の繰入について（２月分）
240

住吉区役所 企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画課分出張交通費の支出について（1月）
5,150

住吉区役所 企画課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託経費の支出について（2月号）
1,046,000

住吉区役所 企画課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託経費の支出について(12月号）
1,043,324

住吉区役所 企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」印刷業務委託経費の支出について（３月号）
349,272

住吉区役所 企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度点字版「広報すみよし（区政情報）」の製作業務経費の支出について（３月号）
69,980

住吉区役所 企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務経費の支出について（３月号）
131,250

住吉区役所 企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画課分出張交通費の支出について（2月）
2,860

住吉区役所 教育課 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育課　学校選択制事務用　郵便料金の支出について（２月分）
2,480

住吉区役所 教育課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育課　市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
1,380

住吉区役所 教育課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教育課就学事務用カラー用紙他４点の購入及び同経費の支出について
19,761

住吉区役所 文化課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 すみよし環境区民会議用小口支払基金の繰入について（２月分）
950
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住吉区役所 文化課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （青少年育成推進事業用）すみよし区民文化フェスティバルに係るテント・暖房器具等設置業務委託締結及び同経費の支出について
198,450

住吉区役所 文化課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 （青少年育成推進事業用）第７回姫路公園かまくら祭in八頭町姫路参加にかかるバスの借上契約締結及び同経費の支出について
104,265

住吉区役所 文化課 平成26年03月12日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 「住吉区観光産業振興調査」事業にかかる業務委託の実施及び同経費の支出について
5,670,000

住吉区役所 文化課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（住吉文化事業実行委員会）
19,840

住吉区役所 文化課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（すみよし歴史案内人の会）
9,300

住吉区役所 文化課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業用ダブルクリップ外５点購入経費の支出について
25,756

住吉区役所 文化課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度住吉カルチャーとアートの活動推進事業　住吉区民コンサートポスター・チラシの印刷にかかる支払について
67,095

住吉区役所 文化課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 （青少年育成推進事業用）小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
690

住吉区役所 文化課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区観光振興事業用　「すみよしの魅力再発見講座」業務委託契約にかかる支払について
1,470,000

住吉区役所 文化課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度住吉区観光振興事業　「すみよしの魅力再発見フォーラム」舞台技術者派遣業務にかかる支払について
16,800

住吉区役所 文化課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 「住吉区観光振興事業推進計画（仮称）」策定にかかる専門家への報償金の支出について
39,840

住吉区役所 文化課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （コミュニティ活性化事業用）ドラム／トナーカートリッジ買入経費の支出について
55,440

住吉区役所 文化課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 すみよし環境区民会議用小口支払基金の繰入について（３月分）
950

住吉区役所 文化課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 すみよしエコパートナー事業用　養生テープ外４点の支出について
37,525

住吉区役所 文化課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（なみはや市民大学）
14,200

住吉区役所 文化課 平成26年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（10～３月分）
235,200

住吉区役所 文化課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（わいわいおしゃべりラウンドテーブル）
12,400

住吉区役所 文化課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 すみよしエコパートナー事業用　デジタルカメラ外２点の支出について
25,620

住吉区役所 文化課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度住吉カルチャーとアートの活動推進事業　住吉区民コンサートプログラムの印刷にかかる支払について
47,880

住吉区役所 文化課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住吉区民コンサート（住吉カルチャーとアートの活動促進事業）楽器運搬にかかる経費の支出について
81,900

住吉区役所 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （生涯学習推進事業用）暗幕生地買入経費の支出について
55,272

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（３月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（３月分）
2,100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用歳出還付金支払資金の支出について（３月分・一般およびマル退）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用歳出還付金支払資金の支出について（３月分・一般およびマル退）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月分）
341,837

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月分）
300,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（２月分）
199,990

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用還付金の支出について（歳出一般）
57,672

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について（２月分）
121,356

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月分）
632,111

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月分）
350,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について（２月分）
382,835

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（２月分）
85,438

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業一般事務用プリンタートナーカートリッジ買入業務の実施および同経費の支出について
59,980

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（３月分）
280,917

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業一般事務用プリンタートナーカートリッジ買入業務の実施および同経費の支出について
13,058

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険出張旅費の支出について（１月分）
2,170

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（３月分）
150,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（２月分）
12,079

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（３月分）
675,225

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（３月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者出張旅費の支出について（１２月分）
540

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民年金出張旅費の支出について（1月分）
2,560

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 「国民健康保険料口座振替加入推進キャンペーン」事業用景品（電化製品）調達業務の実施および同経費の支出について
132,510

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（２月分・受払）
57,005

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納事務用後納郵便料金の支出について（２月分・後納）
778,922



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（３月分）
26,460

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)
10,985

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)
47,714

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)
280,438

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(２月分)
156,884

住吉区役所 保険年金課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(２月分)
51,458

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
476,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
3,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
76,130

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
57,350

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
209,893

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
10,950

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
2,168,855

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
1,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
2,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
3,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
1,890

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について
398,017

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
61,347

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
42,450

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
80,250

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
13,862

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
39,400

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
193,515

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
52,741

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
262

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
606,339

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
39,650

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１・２月分）
720

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１・２月分）
4,080

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
154,802

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
117,490

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２５年度地方自治法施行令第１５９条による過誤納分の支出について
18,004

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２５年度地方自治法施行令第１５９条による過誤納分の支出について
23,927

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
57,250

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年４月分生活保護費の支出について（１回目）
44,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年４月分生活保護費の支出について（１回目）
26,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年４月分生活保護費の支出について（１回目）
820,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２６年４月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年４月分生活保護費の支出について（１回目）
500,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２６年４月分生活保護費の支出について（１回目）
50,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年４月分生活保護費の支出について（１回目）
5,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２６年４月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
840

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
806,616
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住吉区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
47,950

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について
1,610,600

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（色上質紙Ａ４中厚口他9点）の購入及び同所要経費の支出について
29,893

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
1,329,180

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
814,893

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
295,262

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について
1,556,850

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
62,401

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年３月分)
583,989

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１月、２月分)
2,255,322

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
3,600

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
50,420

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
59,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
4,472,795

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（２月分）
35,301

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
26,750

住吉区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,580

東住吉区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
16,800

東住吉区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,600

東住吉区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
19,298

東住吉区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,700

東住吉区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
380

東住吉区役所 総務課 平成26年03月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
6,940

東住吉区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用ツーウェイ掲示板外２点の購入にかかる経費の支出について
184,338

東住吉区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般管理用　東住吉区役所輪転機修繕作業一式にかかる経費の支出について
64,155

東住吉区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　国旗・パネルの購入経費の支出について
10,500

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
160,895

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
197,243

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
291,262

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
226,203

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
176,073

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
163,572

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
122,308

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
114,519

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
165,368

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
161,133

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
167,285

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
128,060

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
167,565

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
144,277

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
6,326

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
4,468
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東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
118,274

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
156,581

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
155,742

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
198,521

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
214,100

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
322,601

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
391,051

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
221,609

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
205,503

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（2月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
232,825

東住吉区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～10日分）
921

東住吉区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～10日分）
237

東住吉区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　障害者用庁内情報端末等借入に係る経費の支出について（2月分）
14,490

東住吉区役所 総務課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～10日分）
29,682

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
83,280

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用折りたたみテーブルほか２点の購入にかかる経費の支出について
614,128

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　のり付パネル買入にかかる経費の支出について
61,299

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用ローパーテーションほか３点の購入にかかる経費の支出について
275,100

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
69,801

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
74,604

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
90,218

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
57,254

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
57,359

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
81,242

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
71,134

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
65,929

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
86,748

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
149,973

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
104,098

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
97,560

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
88,483
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東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
93,386

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
76,339

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
67,664

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
107,970

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
76,741

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
83,743

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
90,218

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
121,598

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
72,869

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
102,363

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
103,884

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用折りたたみテーブルほか２点の購入にかかる経費の支出について
21,647

東住吉区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（2月分）
41,640

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　東住吉区役所矢田出張所空調機部品交換作業一式にかかる経費の支出について
55,839

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年2月分電話料金の支出について（矢田出張所）
6,804

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
2,880

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用　大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務 長期継続に係る経費の支出について（2月分）
166,383

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（2月分）
331,170

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（2月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動機（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（2月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成25年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
2,560

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成25年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,360

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成25年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
700

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成25年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
8,720

東住吉区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成25年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
9,170

東住吉区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用ハイカウンターほか５点の購入にかかる経費の支出について
688,697

東住吉区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年2月分電話料金の支出について（携帯電話）
1,566

東住吉区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用ハイカウンターほか５点の購入にかかる経費の支出について
468,403

東住吉区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　段ボール外７点買入にかかる経費の支出について
83,433

東住吉区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区役所法律相談にかかる弁護士報酬の支払いについて（案件25-3)
68,250

東住吉区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 平成26年3月23日執行予定大阪市長選挙における選挙事務用ボールペンほか18点　買入に係る経費の支出について
139,125

東住吉区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成25年10，11，12月福祉担当分）（総務課事務費）
3,790

東住吉区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（2月分）
34,369

東住吉区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年2月分電話料金の支出について（光回線）
289,238

東住吉区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年2月分電話料金の支出について（市内通話料）
35,434

東住吉区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年3月23日実施の大阪市長選挙における投票管理者等報酬の支出について（期日前）
790,400

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年３月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年３月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
900,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　３月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　３月分支払資金（歳出マル退）
20,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成25年度12月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
610

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成25年12月分　窓口サービス課（保険年金：管理）旅費の支給について
320

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成25年12月分　窓口サービス課（保険年金：管理）旅費の支給について
1,240

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
63,729

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用品の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
34,186

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
571,135

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費（退職）の支出について
39,043

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
350,000
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用の切手購入にかかる経費の支出について（平成２５年度第４四半期分）
16,400

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（3月3日分）
3,500

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手の購入及び同経費の支出について
21,200

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（１２月分）（住民情報担当事務費）
1,096

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（１月分）（住民情報担当事務費）
150

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
117,550

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
1,120

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
1,133

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　窓口サービス課（保険年金：管理）旅費の支給について
300

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
610

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成26年1月分　窓口サービス課（保険年金：管理）旅費の支給について
3,680

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　後納郵便料（料金受取人払）（管理）の支出について
36,955

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険）の支出について
19,860

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
397,073

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費（退職）の支出について
21,521

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
16,230

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険）の支出について
2,675

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
39,797

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
780,863

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険）の支出について
10,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
92,824

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
56,102

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 臨時運行許可番号標の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
16,800

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
646,866

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 わがまち安全安心マップ作製における印刷経費の支出について（地域防犯活動支援事業）
123,900

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（1月分）（追加）
1,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策職員用ジャンパー及び防寒コートの購入経費の支出について
112,455

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「防寒コート」の購入経費の支出について（平成２５年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
9,450

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区広聴広報事業用　のり付パネルほか3点買入
2,908

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（3月号）
40,635

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について（ワックス買入）
20,160

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　事務能力向上研修（パソコン講座）にかかる講師の謝礼金の支出について
342,460

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
235,200

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区広聴広報事業用　デジタルカメラほか1点買入にかかる経費の支出について
40,530

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東住吉区役所　庁舎案内板の購入にかかる経費の支出について
53,550

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区広聴広報事業用　廃インクボックスほか4点買入にかかる経費の支出について
198,450

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区ふれあいマップ（仮称）印刷業務にかかる経費の支出について
75,075

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 未来戦略課事務用　プリンタ修理作業にかかる経費の支出について
29,085

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「東住吉ふれあいマップ（仮称）」企画・編集業務委託にかかる経費の支出について
392,700

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「東住吉区防災便利帳　保存版」点字版製作（概算契約）にかかる経費の支出について
84,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市東住吉区地域活動活性化促進事業委託事業者選定会議の選定委員報酬の支出について
48,975

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市東住吉区地域福祉活動推進事業事業者選定にかかる第５回選定委員会の報酬の支払について
48,855

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」印刷業務にかかる経費の支出について（3月号）
449,090

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる農耕品（下半期）の経費の支出について
299,775

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業として発電機外１１点の購入経費の支出について
1,133,895

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（ディスポストレッチャー他２点）の購入経費の支出について
47,250

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（防災伝言シート）の購入経費の支出について
115,500

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる防災用品（救急用品セット）の購入経費の支出について
134,977



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業　後納郵便料の支払いについて（2月分）
9,890

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（地域安全対策プロジェクト事業）
7,448

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（3月号）
515,686

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「東住吉区防災便利帳　保存版」企画編集及び印刷にかかる経費の支出について
507,150

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 無線機使用による電波利用料の支出について
30,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる消耗品（追加分）の支出について
21,126

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 未来戦略課　市内出張交通費の支出について（1月分）
10,378

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託（概算契約）経費の支出について（生涯学習推進事業）（２月分）
1,858

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（2月分）（生涯学習推進事業）
72,800

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について(南田辺小学校2月分)(青少年健全育成事業)
20,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる事務用品の購入経費の支出について
103,855

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業にかかる防災リーダー装備品の購入経費の支出について
111,699

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる廃インクボックスの購入経費の支出について
1,764

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかるのぼり旗購入経費の支出について
6,783

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人材育成事業用　スクリーン及びプロジェクターの購入にかかる経費の支出について
76,282

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる農耕品の購入経費の支出について
735

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
16,990

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
480

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
880

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
80

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
5,760

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
11,550

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
2,360

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
800

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
240

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区民ホール音響設備点検補修業務にかかる経費の支出について
168,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分　ソーシャルワーカー用インターネットの使用にかかる経費の支出について（平成２５年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
4,112

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成25年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
1,966

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
80

東住吉区役所 未来戦略課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市立東住吉会議室等空調機種更新工事に係る経費の支出について（東住吉会館管理運営事業）
735,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
278,687

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
162,169

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,244

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
111,342

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
46,460

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
77,390

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
29,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）平成26年3月分の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成26年3月分の支出について
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,656

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１２月分）の支出について
2,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１２月分）の支出について
7,316

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）プリンタトナーの購入について
36,750

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東住吉区小学生朝食コンテスト関係物品購入にかかる経費の支出について
10,615

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
168,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用経費の支出について
22,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
840

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
243,631
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成25年10・11・12月分、平成26年1・2月分）の支出について
436,679

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
9,770

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護住宅改修費の支出について
1,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
31,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
25,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
12,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
170,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
427,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
354

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
45,703

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
2,837

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
5,055

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
7,350

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
31,042

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
7,370

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
3,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
1,707

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
1,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
8,259

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東住吉区小学生朝食コンテスト表彰作品賞品購入にかかる経費の支出について
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
22,128

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
10,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健事業用車両にかかる自動車損害賠償責任保険料の支出について
27,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健事業用車両継続検査に伴う自動車重量税の支出について
24,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
7,231

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
513

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
4,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
78,589

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,270

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
240

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
258,935

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
2,678

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
1,433

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
1,210

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
720

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
540

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
7,350

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）５～９月分旅費の支出について
8,499

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用物品の購入について
44,436

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用物品の購入について
94,628

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月10日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年3月分母子福祉貸付金の支出について
410,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
694,926

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
900

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
1,002,897

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
680,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
57,017



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
22,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
18,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
59,925

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
2,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
378,362

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
7,611

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
5,520

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
356

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,024

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
8,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
10,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
13,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 食育フェスタにおける食事診断用システム賃借にかかる経費の支出について
2,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
23,175

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
18,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
65,199

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
96,871

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
13,843

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
83,712

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,167

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,144

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
86,767

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
56,769

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
17,304

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,749

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
102,279

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,420

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
19,982

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
38,769

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,180

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
261,929

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
106,781

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
10,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
56,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
54,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
42,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
27,930

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 就労支援事業用携帯電話プリペイドカードの購入について
15,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
47,905

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
19,530

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会報償金の支出について（平成２６年２月１７日分）
11,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
43,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
78,589

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
45,217

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
22,660

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
59,328

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
141,460
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
52,427

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,270

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
22,660

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
336,655

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
78,589

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
31,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
18,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
1,181,477

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用自転車の購入にかかる経費の支出について
221,760

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２６年２月分の支出について
19,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
132,864

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
14,680

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
34,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
21,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,674,060

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（償還払い）
4,383

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
69,815

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
55,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
2,771

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 東住吉区地域自立支援協議会主催公開セミナーに係る講師料の支出について
10,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
338,745

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年1・2月分）の支出について
1,462,099

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
8,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
15,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
1,509

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成26年3月分（追加）の支出について
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成26年3月分）
1,537,750

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
21,821

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
56,176

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
13,843

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
77,033

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
1,648

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
495,821

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
711,163

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
35,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
10,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
79,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊娠検査料の支出について
16,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
634,199

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
2,068,515

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,702,975

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（償還払い）
45,217

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
697,060

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
345,817

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１月分）の支出について
1,610

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１月分）の支出について
7,880



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）切手の購入にかかる経費の支出について
25,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年４月分　生活保護費（通常）
55,828,329

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
73,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年４月分　生活保護費（通常）
27,372,197

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成25年11月分～平成26年2月分）の支出について
412,516

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年４月分　生活保護費（通常）
409,990

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
10,258

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
62,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
42,270

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
29,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
36,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年４月分　生活保護費（通常）
106,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,641,725

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（平成２６年３月期窓口支払分）の支出について
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
2,860

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
3,554

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
5,420

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
2,806

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
2,330

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「東住吉区地域福祉計画（基本方針）ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ用」製作業務契約（概算契約その２）にかかる必要経費の支出について
28,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
2,014

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
460

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
917

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,508,366

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
260,899

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
70,730

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
7,540

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一部）助成費の支出について
128,552

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年２月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
48,540

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年２月分歯科相談にかかる報償金の支出について
30,570

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
1,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について
584,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
700

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
53,756

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年2月分）
463,490

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
2,990

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
3,163

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した養育者の健康診査にかかる講師謝礼の支出について（平成26年2月分）
8,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 すこやか元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成26年1月分）
51,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成26年1月分）
113,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成26年2月分）
121,520

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
40,695

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
299,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
250,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について
45,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
13,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
3,150
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
848,624

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年2月分）
7,140

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年2月分）
40,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップリーダー養成講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年1月分）
14,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年1月分）
13,980

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年３月（前・中期）分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
507,965

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年３月（前・中期）分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
450

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（２月分）
30,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
207,128

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
12,025

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２６年３月（前・中期）分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
7,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年３月（前・中期）分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
4,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２６年３月（前・中期）分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 すこやか元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成26年2月分）
33,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康づくり事業用なっぴージャンパー買入にかかる経費の支出について
285,285

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健担当後納郵便料の支出について
80

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健担当後納郵便料の支出について
80

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健担当後納郵便料の支出について
470

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 養育者の健康診査事業にかかる血液検査業務委託経費の支出について
7,812

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分（2/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
170,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
38,605

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
10,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
132,059

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,725

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
112,259

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
110,762

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
137,937

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
375,290

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分（3/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,230

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年２月分後納郵便料の支出について
377,688

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年２月分料金受取人払郵便料の支出について
51,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年２月分料金受取人払郵便料の支出について
30,510

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年２月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
97,860

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
52,058

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
54,885

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
7,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
59,660

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健担当後納郵便料の支出について
80

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健担当後納郵便料の支出について
680

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健担当後納郵便料の支出について
3,540

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分（2/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
38,565

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
16,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健担当後納郵便料の支出について
320

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
15,456
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
74,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
7,044

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健担当後納郵便料の支出について
21,595

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分（4/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
23,255

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
200,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
67,145

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分（1/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
2,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年２月分保健担当後納郵便料の支出について
1,585

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
10,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
2,700

平野区役所 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所（区まちづくり推進費分）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（26年1月分）
87,175

平野区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策用住宅にかかる電話回線使用料の支出について（26年2月分）
2,691

平野区役所 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 長吉・瓜破出張所電気使用にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
111,236

平野区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用　電話線ほか7点の購入にかかる経費の支出について
50,694

平野区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分②）
6,800

平野区役所 総務課 平成26年03月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分②）
7,720

平野区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（12月嘱託分）
350

平野区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（12月分）
35,390

平野区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所3階電話増設業務にかかる経費の支出について
31,500

平野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について（26年2月分）
3,925

平野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎（長吉・瓜破・加美出張所含む）清掃業務委託にかかる経費の支出について（26年2月分）
694,575

平野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務にかかる経費の支出について（26年2月分）
7,351

平野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所外3箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（26年2月分）
9,920

平野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務委託にかかる経費の支出について（26年2月分）
627,900

平野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について（26年2月分）
26,775

平野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（26年2月分）
82,948

平野区役所 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（26年2月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用布テープほか11点の購入にかかる経費の支出について
111,111

平野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用産経新聞購入経費の支出について（26年2月分）
3,925

平野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所2階漏電修繕業務にかかる経費の支出について
82,950

平野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ３出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（26年2月分）
20,412

平野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所受水槽等清掃業務委託にかかる経費の支出について
39,375

平野区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 平野区役所選挙事務用プリンタートナー等の買入にかかる経費の支出について
152,397

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年3月分①）
2,500

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年3月分①）
1,584

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年2月分）
12,440

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年2月分）
4,610

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年3月分①）
4,000

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年2月分）
3,240

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年2月分）
8,350

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用（市長選挙分を含む）後納郵便にかかる経費の支出について（26年2月分）
640

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用（市長選挙分を含む）後納郵便にかかる経費の支出について（26年2月分）
10,368

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（26年3月分①）
16,260

平野区役所 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用（市長選挙分を含む）後納郵便にかかる経費の支出について（26年2月分）
9,710

平野区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について（26年2月分）
3,925

平野区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 長吉・瓜破出張所電気使用にかかる経費の支出について（平成26年3月分）
110,123

平野区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度平野区役所窓口サービス向上研修業務委託にかかる経費の支出について
378,000

平野区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所汚水槽清掃業務委託にかかる経費の支出について
63,000
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平野区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所雑排水槽清掃業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
134,000

平野区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発事業用クリアファイル作成経費の支出について
72,450

平野区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙業務にかかる乾式複写機使用料の支出について（26年2月分）
46,859

平野区役所 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 大阪市長選挙にかかるあめほか3点買入経費の支出について
25,376

平野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所（区まちづくり推進費分）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（26年2月分）
102,479

平野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用布テープ（カラー 黒）ほか20点の購入にかかる経費の支出について
117,647

平野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年 工業統計調査にかかる指導員報酬の支出について
211,380

平野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年 工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
2,202,131

平野区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 平野区役所選挙事務用 カラープリンタートナーの買入にかかる経費の支出について
67,410

平野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策用住宅にかかる電話回線使用料の支出について（26年3月分）
2,691

平野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（26年3月分）
64,704

平野区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙にかかる布テープほか24点買入経費の支出について
136,619

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険３月分保険給付費（出産・葬祭費）の支出について
100,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険３月分保険給付費（出産・葬祭費）の支出について
3,120,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金3月分支払資金(一般)の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金3月分支払資金(退職)の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課送付事務用切手の購入にかかる経費の支出について
16,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について(3月11日支払分)
205,992

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（ＦＵＪＩＸＥＲＯＸ純正トナーカートリッジ外１点）の購入及び同所要経費の支出について
113,400

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（ＦＵＪＩＸＥＲＯＸ純正トナーカートリッジ外１点）の購入及び同所要経費の支出について
113,400

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（ＦＵＪＩＸＥＲＯＸ純正トナーカートリッジ外１点）の購入及び同所要経費の支出について
21,630

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平野区窓口サービス課（戸籍）契印機修繕費用の支出について
33,600

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 平野区役所窓口サービス課（住民情報）レジスターレシート記載内容変更業務（旧税証明窓口用）
7,350

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用レジ用ロール紙の購入及び同所要経費の支出について
21,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　備品修繕料 窓口用ボイスコール修理経費の支出について
23,100

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
1,115,395

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（退職分）
341,006

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課送付事務用切手の購入にかかる経費の支出について
1,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
394,264

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について(3月25日支払分)
59

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課住居表示用両面テープ・シリコンコークの購入及び同所要経費の支出について
51,555

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用通信運搬費（料金受取人払後納）の支出について（２月分）
138,630

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成25年度国民健康保険料徴収率向上の取組にかかるクリアホルダー購入経費の支出について
213,150

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成２６年２月分）
3,092,985

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用トナー・ドラムカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
164,850

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
1,200,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成２６年２月分後納郵便料の支出について
12,176

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 窓口サービス課人口動態事業用朱肉他３点の購入並びに同所要経費の支出について
7,213

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
23,637

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成２６年２月分後納郵便料の支出について
318,156

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年２月分市内出張交通費の支出について
1,380

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成２６年２月分後納郵便料の支出について
1,297,653

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成２６年２月分後納郵便料の支出について
52,590

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年２月分市内出張交通費の支出について
540

平野区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成２６年２月分後納郵便料の支出について
89,817

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度市民協働による「子育て子育ち応援事業」にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用保管庫他１点購入経費の支出について
163,590

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 安全マップ作成事業用長吉小学校及び長吉出戸小学校の安全マップ作成業務にかかる経費の支出について
99,750
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平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度青少年指導員活動の推進事業　カラーマルチペーパーの購入にかかる経費の支出について
22,921

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度青少年指導員活動の推進事業　デジタル印刷機用インクの購入にかかる経費の支出について
18,270

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度青少年指導員活動の推進事業　青少年健全育成啓発シャープペンシルの購入にかかる経費の支出について
24,360

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域コミュニティ活性化支援事業にかかるレーザープリンタ用廃トナーボックス外10点の購入経費の支出について
122,047

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「平野区雪まつり」にかかる雪かきスコップの購入について
26,460

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,456

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用啓発物品購入経費の支出について
312,900

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
598

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業にかかる講座資料運搬用バック外２点の購入経費の支出について
11,760

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,260

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,406

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度若年層と連携した人権啓発事業の手話通訳者派遣業務にかかる同所要経費の支出について
9,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「平野区雪まつり」にかかる積載、運搬および荷降ろし業務委託について
142,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区民協働企画講座（２月２８日実施分）会場使用料の支出について
10,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
134,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度青少年指導員活動の推進事業　ＳＤＨＣカード他１点の購入にかかる経費の支出について
1,722

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品購入経費の支出について
16,273

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業の推進用接着剤他2点購入経費の支出について
54,495

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「生涯学習ルーム」・「はぐくみネット」事業にかかる事業説明会用ＣＤ－Ｒの購入経費の支出について
1,638

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯啓発キャンペーン事業用啓発用ポケットティッシュ他１点購入経費の支出について
73,500

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「生涯学習ルーム」・「はぐくみネット」事業にかかる事業説明会用ＣＤ－Ｒの購入経費の支出について
1,638

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区災害対策本部・各収容避難所の機能向上・強化事業用アンテナ設備外１点（平野区役所）買入経費の支出について
10,505

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール車購入に係る自動車重量税他付随経費の支出について
26,370

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区人・愛・ふれあいプラザにおける市民活動行事保険加入経費の支出について
12,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 平野区災害対策本部・各収容避難所の機能向上・強化事業用アンテナ設備外１点（平野区役所）買入経費の支出について
332,834

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車購入に係る自動車重量税他付随経費の支出について
6,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　手数料 青色防犯パトロール車購入に係る自動車重量税他付随経費の支出について
9,590

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　自動車購入費 青色防犯パトロール車購入経費の支出について
1,470,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 安全マップ作成事業用川辺小学校の安全マップ作成業務にかかる経費の支出について
58,464

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用防災訓練用簡易間仕切り他１点購入経費の支出について
289,380

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用地域防災リーダー一斉訓練消耗品費の支出について
27,037

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年2月分）の支払について
15,330

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年2月分）の支払について
13,730

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年2月分）の支払について
1,360

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年2月分）の支払について
11,310

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年2月分）の支払について
90

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年2月分）の支払について
54,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年2月分）の支払について
960

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,394

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,050

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
13,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,500

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる講師謝礼金の支出について
3,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民協働企画講座（２月２８日実施分）講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用充電式草刈機他５点購入経費の支出について
165,967
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平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業にかかる物品の購入について
108,412

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用車載カメラ購入経費の支出について
233,100

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 加美東人権啓発総合学習講演会における市民活動行事保険加入経費の支出について
3,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 災害に強いまちづくり推進事業用地域防災リーダー一斉訓練会場設営撤収業務委託料支出について
300,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域安全防犯プロジェクト事業用充電式草刈機他５点購入経費の支出について
148,832

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域安全防犯プロジェクト事業用ワイヤレスアンプ他１点購入経費の支出について
169,260

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業主催事業講師謝礼の支出について（２月分）
78,665

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度市民協働による「子育て子育ち応援事業」にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業にかかる物品の購入について
16,978

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる輪転機インク外４点の購入経費の支出について
42,147

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防犯啓発キャンペーン事業用自転車シリンダー錠取付業務委託について
806,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 第９回産業交流フェアの分担金の支出について
766,734

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
3,656

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
144,900

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年３月分市立保育所消耗品費(特別保育分)の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年３月分市立保育所消耗品費の支出について
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立審判請求に係る鑑定費用の支出について
100,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域子育て支援者スキルアップ講座にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 虐待防止活動評価検討会における外部専門家への報償金および交通費の支払いについて（２月分）
35,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
777,872

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
5,768

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
54,487

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,017,657

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
96,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
617,925

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（３月分）
118,274

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年２月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
145,620

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（3月分）
200,765

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（3月分）
110,609

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
48,589

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい者の支援者向け講演会講師料の支出について（2月分）
23,340

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）事務用乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
17,090

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）事務用乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
8,066

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）事務用乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
2,017

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（２月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,240

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,640

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
750

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,200

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,800

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
750

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,200

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,800

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
7,680,772

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
40,695

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度　和っしょい！ひらの「おとなの学校」講師代の支出について
28,500
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平野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
54,487

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,384,340

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
67,750

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区発達障がいサポート事業参加者の「非営利・有償活動団体保険」への加入に関する経費の支出について（平成26年）
300

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区発達障がいサポート事業参加者の「非営利・有償活動団体保険」への加入に関する経費の支出について（平成26年）
245,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年度　精神保健福祉ボランティア養成講座講師料の支出について
10,400

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２５号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「地域福祉活動コーディネーター事業」公募型プロポーザル方式の選定会議委員への報償金の支出について
64,020

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 いきいき百歳体操用記録帳の印刷と同所要経費の支出について
69,825

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年２月２０日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
30,570

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 特定健診ポスターの印刷と同所要経費の支出について
27,300

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる管外出張旅費の支出について
6,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度全国母子自立支援員研修会・養育費相談支援に関する全国研修会参加にかかる管外出張旅費の支出について
22,340

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について（代理受領方式）
231,346

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
829,576

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,629

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,004

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,050

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年３月分市立保育所給食賄材料費の支出について
4,524,550

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
690

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 いきいき百歳体操用パンフレットの印刷と同所要経費の支出について
51,975

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度　民生委員・児童委員（第3四半期）の支払いについて（口座振替不能分）
4,850

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について（代理受領方式）
88,559

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度　民生委員・児童委員（第3四半期）の支払いについて（口座振替不能分）
4,850

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
1,086,895

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（３月分）
239,612

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
170,232

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
22,513

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
30,800

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
13,802

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
145,530

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,077

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２６号）
185,661

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる管外出張旅費の支出について
10,320

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる管外出張旅費の支出について
6,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
3,840

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
920

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
540

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 平野区役所所管公用車法定12か月点検業務の実施並びに同所要経費の支出について
37,758

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる白衣等洗濯経費の支出について（２月分）
9,099

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
1,040
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平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,602,015

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
787,082

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
890

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
1,080

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
10,420

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
940

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月分）
940

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止事業にかかるタクシー料金の支出について（９月２７日利用分）
7,830

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止事業にかかるタクシー料金の支出について（９月２６日利用分）
1,060

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止事業にかかるタクシー料金の支出について（１１月２３日利用分）
11,920

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止事業にかかるタクシー料金の支出について（１１月２３日利用分）
8,520

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止事業にかかるタクシー料金の支出について（９月２１日利用分）
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワークの構築”事業に係るプロポーザル審査の選定委員への報償金の支出について
16,005

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２７号）
216,900

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２８号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年2月分　生活技能訓練事業講師料の支出について
10,360

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年2月分　社会復帰相談指導事業講師料の支出について
18,800

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度平野区認定審査会委員連絡協議会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
453,960

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 平成２５年度平野区認定審査会委員連絡協議会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
5,400

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）
4,220

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）
400

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）
960

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）
5,140

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）
1,080

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）
2,140

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
1,050

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（２月分）
3,770

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
1,026,987

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
82,674

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（３月分）
23,114

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（２月分）
1,590

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（２月分）
540

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（２月分）
1,340

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（3月分）
61,066

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
68,566

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
7,520

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
6,100

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）
4,540

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
1,660

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
2,080

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）
320

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）
2,580

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
360
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平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）
920

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
1,760

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
400

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）
400

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
540

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
630

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
1,380

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
1,380

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
900

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
1,350

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
2,120

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
2,820

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）
1,760

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
240

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）
240

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
860

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
1,540

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）
1,540

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
5,060

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
540

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）
2,140

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）
7,830

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童手当給付費にかかる支出について
35,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年２月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
845,510

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）
700

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）
6,700

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
1,910

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
6,960

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（２月分）
550,086

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワークの構築”事業に係るプロポーザル審査の選定委員への報償金の支出について
16,545

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
1,930

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
800

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
2,520

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
920

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」平成26年度保健事業のご案内（保存版）印刷の実施と同所要経費の支出について
5,008

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成25年度 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,933,800

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
27,640

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
31,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
15,702

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務用２月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
468,230

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
61,135
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平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
8,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
35,226

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について（代理受領方式）
500,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
125,969

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
2,540

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
1,680

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
330

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
410

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
790

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
480

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」平成26年度保健事業のご案内（保存版）印刷の実施と同所要経費の支出について
231,767

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
400

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
38,290

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 公衆衛生医学調査研究にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
95

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」平成26年度保健事業のご案内（保存版）新聞折込の実施と同所要経費の支出について
279,893

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」平成26年度保健事業のご案内（保存版）企画編集業務の委託について
71,400

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
240

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
240

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
54,220

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
8,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
7,380

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,857,550

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
230

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
1,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
1,800

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
230

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
540

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
880

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
7,200

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
61,584

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
83,760

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
99,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
27,140

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
137,261

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用２月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
46,860

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
460

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）
200

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）
1,560

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
15,840

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
7,680

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
264,000

平野区役所 政策推進課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成２５年度　第３回平野区区政会議　高齢者・こども・障がい者など部会）
32,340

平野区役所 政策推進課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民からの政策提案事業「みんなで創ろう　ええやん“ひらの”」にかかる選考委員会への外部有識者招聘における謝礼金の支出について
22,800

平野区役所 政策推進課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民からの政策提案事業「みんなで創ろう　ええやん“ひらの”」にかかる選考委員会への外部有識者招聘における謝礼金の支出について
22,800

平野区役所 政策推進課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度広聴事業に係るひらの区民モニターへの謝礼（図書カード）の購入に係る経費の支出について
76,000
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平野区役所 政策推進課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度広聴事業に係るひらの区民モニターへの謝礼（消耗品）等の購入経費の支出について
61,055

平野区役所 政策推進課 平成26年03月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成25年度平野区福祉コミュニティ系車両運行業務にかかる委託料の支出について（２月分）
789,450

平野区役所 政策推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導員報償金（平成26年2月分）の支出について
114,780

平野区役所 政策推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度大阪市平野区学校体育施設開放事業に係るコピー用紙等の購入経費の支出について（第２期）
292,923

平野区役所 政策推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
1,140

平野区役所 政策推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
1,120

平野区役所 政策推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
1,280

平野区役所 政策推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
8,720

平野区役所 政策推進課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
4,710

平野区役所 政策推進課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
80

平野区役所 生活支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）及び教材代の支払について
153,218

平野区役所 生活支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
19,969

平野区役所 生活支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
9,700

平野区役所 生活支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　非指定医療機関診療報酬の支出について
8,010

平野区役所 生活支援課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
420,518

平野区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越費用の支払いについて
342,010

平野区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
309,811

平野区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払いについて
73,500

平野区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２６年２月（追加分）生活保護費の支出について
186,367

平野区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２６年２月（追加分）生活保護費の支出について
5,720

平野区役所 生活支援課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,700

平野区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
29,023

平野区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）及び教材代の支払について
391,335

平野区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
54,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　訪問看護利用料の支出について
6,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
955,220

平野区役所 生活支援課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払いについて
1,500

平野区役所 生活支援課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）の支払について
142,050

平野区役所 生活支援課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
17,368

平野区役所 生活支援課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,345

平野区役所 生活支援課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
50,840

平野区役所 生活支援課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
32,500

平野区役所 生活支援課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費用の支払いについて
1,170,670

平野区役所 生活支援課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）及び教材代の支払について
100,474

平野区役所 生活支援課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
394,791

平野区役所 生活支援課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,700

平野区役所 生活支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
68,316

平野区役所 生活支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる住宅地図外２点の購入の実施並びに同所要経費の支出について
21,420

平野区役所 生活支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
86,200

平野区役所 生活支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教材代の支払について
38,820

平野区役所 生活支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,415

平野区役所 生活支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
11,640

平野区役所 生活支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
30,264

平野区役所 生活支援課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
77,250

平野区役所 生活支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
250,293

平野区役所 生活支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
990,420

平野区役所 生活支援課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
83,250

平野区役所 生活支援課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
14,030
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平野区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）及び教材代の支払について
80,821

平野区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
14,464

平野区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
21,909

平野区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
5,796

平野区役所 生活支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
28,770

平野区役所 生活支援課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
522,382

平野区役所 生活支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
11,310

平野区役所 生活支援課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
49,600

平野区役所 生活支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月・３月分）の支払について
238,634

平野区役所 生活支援課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
3,723

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払いについて
259,140

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
293,092

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越費用の支払いについて
287,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払いについて
9,840

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
679,467

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）及び教材代の支払について
989,278

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（３月分）の支払について
188,152

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,457

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,900

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
7,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
930

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
8,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,080

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
3,318

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,572

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払いについて
5,980

平野区役所 生活支援課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費用の支払いについて
1,549,395

平野区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
19,570

平野区役所 生活支援課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
583,793

平野区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２６年４月分生活保護費の支出について（定例分）
43,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２６年４月分生活保護費の支出について（定例分）
17,500,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教材代の支払について
4,290

平野区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２６年４月分生活保護費の支出について（定例分）
880,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
12,600

平野区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
59,400

平野区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
68,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２６年４月分生活保護費の支出について（定例分）
80,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
445,280

平野区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
7,193

平野区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
3,920

平野区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
750

平野区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成26年2月分）
958,709

平野区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
520,876

平野区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
215,453

平野区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
43,800

平野区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
481,801
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平野区役所 生活支援課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
30,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
111,532

平野区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越費用の支払いについて
1,175,700

平野区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
84,083

平野区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
207,066

平野区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
12,100

平野区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
4,050

平野区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払いについて
31,270

平野区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
71,875

平野区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
852,940

平野区役所 生活支援課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費用の支払いについて
1,782,765

平野区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（３月分）の支払について
26,400

平野区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
15,120

平野区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
5,600

平野区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
156,316

平野区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
3,000

平野区役所 生活支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
50,550

西成区役所 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 工業統計調査用及び総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成26年1月分）
14,122

西成区役所 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 工業統計調査用及び総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成26年1月分）
704

西成区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出について（１月分）
2,256,706

西成区役所 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調製用郵便切手購入経費の支出について
9,400

西成区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 研修等用市内出張交通費の支出について（８～９月分）
10,370

西成区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 研修等用市内出張交通費の支出について（１０月分）
29,120

西成区役所 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 「あいりん環境事務整備事業の事務打合せ」出席にかかる出張旅費の支出について
53,900

西成区役所 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用封筒の作製経費の支出について
13,650

西成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２５年度第３四半期分）
5,076

西成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２５年度第３四半期分）
10,594

西成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２５年度第３四半期分）
16,313

西成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２５年度第３四半期分）
92,671

西成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民サービス向上事業用　西成区役所庁舎1階　柱回り・天井改修業務委託経費の支出について
455,700

西成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調製事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
640

西成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙人名簿調製事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,743

西成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調製事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

西成区役所 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 選挙人名簿調製事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
700

西成区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用切手の購入経費の支出について
4,200

西成区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（平成26年2月分）
27,048

西成区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（平成26年2月分）
32,004

西成区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成26年2月分）
271,234

西成区役所 総務課 平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙用クリアホルダー外７点にかかる購入経費の支出について
77,103

西成区役所 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（２月分）
565,521

西成区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成25年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
722,463

西成区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２５年工業統計調査にかかる調査関係書類提出に係る市内出張交通費の支出について（３月分）
460

西成区役所 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成特区構想にかかる専門部会等出席にかかる報償金の支出について（２月分）
60,980

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区イメージアップ推進事業用プロモーションビデオ作成にかかる報償金（交通費）の支出について（１月～２月分）
2,760

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙事務用及び総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成26年2月分）
26,035

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持管理用蛍光灯購入経費の支出について
117,547

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（3月分）
353,952

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター監視業務委託経費の支出について（２月分）
132,980
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西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（２月分）
144,900

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について(２月分）
456,890

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　西成区合同庁舎受水槽・汚水槽清掃及び水質検査業務委託の実施及び同経費の支出について（１回目及び２回目）
160,020

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（２月分）
43,269

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（２月分）
58,695

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区役所　宿日直用寝具賃貸借経費の支出について（２月分）
12,600

西成区役所 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙事務用及び総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成26年2月分）
3,879

西成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 イメージアップ推進事業用のり付パネルの購入経費の支出について
3,675

西成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 イメージアップ推進事業用「にしなりウォークラリー」ウォーキングマップデザイン及び印刷業務にかかる経費の支出について
60,900

西成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出について（２月分）
2,280,251

西成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区民モニター事業並びに総務課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
8,085

西成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区民モニター事業並びに総務課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
8,990

西成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区民モニター事業並びに総務課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
4,560

西成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（3月分）
795,123

西成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 大阪市長選挙にかかる後納郵便料金の支出について(２月分）
1,200

西成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 大阪市長選挙にかかる後納郵便料金の支出について(２月分）
6,825

西成区役所 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 大阪市長選挙にかかる後納郵便料金の支出について(２月分）
7,660

西成区役所 市民協働課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権を考える区民のつどい出演謝礼の支出について
195,000

西成区役所 市民協働課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権事業用　にしなり我が町2･3月号における人権コラムの執筆謝礼の支出について
34,200

西成区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権を考える区民のつどい一時保育謝礼の支出について
9,000

西成区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緊急時要援護登録事業用　緊急用呼子笛の購入経費の支出について
88,200

西成区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用ドラムユニット外１８点の購入について（市民協働課事務用）
190,321

西成区役所 市民協働課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度西成区成人の日記念のつどい事業用場外警備経費の支出について
31,500

西成区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 自転車前かご用ひったくり防止カバー（西成区役所）買入費の支出について（防犯啓発事業用）
656,250

西成区役所 市民協働課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 人権事業用　あったかハートをつないで実行委員会等にかかる手話通訳業務経費の支出について
29,600

西成区役所 市民協働課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 インクジェットカラープリンター外５点の買入費の支出について（地域安全対策事業・防犯対策事業・自転車利用適正化事業用）
25,935

西成区役所 市民協働課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 インクジェットカラープリンター外５点の買入費の支出について（地域安全対策事業・防犯対策事業・自転車利用適正化事業用）
63,630

西成区役所 市民協働課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 インクジェットカラープリンター外５点の買入費の支出について（地域安全対策事業・防犯対策事業・自転車利用適正化事業用）
103,740

西成区役所 市民協働課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業用養生シートの購入経費の支出について
25,987

西成区役所 市民協働課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「社会を知ろう　平和村ってどんなところ？」講師謝礼金の支出について
8,600

西成区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度西成区コミュニティ育成事業等委託事業者選定会議開催にかかる報償金の支出について
98,550

西成区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,894

西成区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
350

西成区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
350

西成区役所 市民協働課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,640

西成区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域協働学習プログラム開発事業「飾り巻きずし」の保育謝礼の支出について
2,500

西成区役所 市民協働課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域協働学習プログラム開発事業「飾り巻きずし」の実施及び講師謝礼の支出について
19,100

西成区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 津波避難訓練事業　脚付き両面ホワイトボードの買入経費の支出について
62,580

西成区役所 市民協働課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（１０～３月分）
201,600

西成区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区イメージアップ推進事業用児童絵画ゴム式路面表示シート購入経費の支出について
252,000

西成区役所 市民協働課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
27,612

西成区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用シャープナー付色鉛筆外１点の買入費の支出について
276,150

西成区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去溶剤外１１点の買入費の支出について（防犯対策事業・地域安全対策事業用）
17,367

西成区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去溶剤外１１点の買入費の支出について（防犯対策事業・地域安全対策事業用）
151,095

西成区役所 市民協働課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自転車利用適正化事業啓発指導員による放置自転車対策業務委託にかかる委託料の支出について（２月分）
391,533

西成区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用及び種から育てる地域の花づくり支援事業用　自転車の購入について
34,335

西成区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用及び種から育てる地域の花づくり支援事業用　自転車の購入について
22,890
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西成区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策パトロール用携帯電話使用料の支出について（２月分）
8,274

西成区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営業務用　西成区民センター消防設備不具合箇所の改修業務委託経費の支出について
260,571

西成区役所 市民協働課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営業務用　西成区民センター消防設備不具合箇所の改修業務委託経費の支出について
70,084

西成区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業用バルーンアート用風船の購入経費の支出について
9,072

西成区役所 市民協働課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災活動事業　地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について
256,200

西成区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業Ｄｏ！プラン委託事業者選定会議開催にかかる報償金の支出について
97,750

西成区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業用倉庫外３７点購入経費の支出について
305,760

西成区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区イメージアップ推進事業（未来わがまち推進会議）用折りたたみコンテナ他７点購入経費の支出について
34,188

西成区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区イメージアップ推進事業（未来わがまち推進会議）用折りたたみコンテナ他７点購入経費の支出について
2,100

西成区役所 市民協働課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 種から育てる地域の花づくり支援事業用倉庫外３７点購入経費の支出について
77,175

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域協働学習プログラム開発事業「飾り巻きずし」の保育謝礼の支出について
2,500

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業「初心者のためのパソコン講習会」の実施及び講師謝礼の支出について
4,000

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業「初心者のためのパソコン講習会」の実施及び講師謝礼の支出について
4,000

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業「初心者のためのパソコン講習会」の実施及び講師謝礼の支出について
20,000

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権事業用　人権連続講座（“じんけん”いろは楽習）の講師謝礼の支出について
45,600

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「社会を知ろう　南三陸の今　現状を知ろう」講師謝礼金の支出について
8,600

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業用腐葉土外３点購入経費の支出について
266,175

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業用結束バンド外１１点の購入経費の支出について
176,334

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所附設会館管理運営業務用　西成区民センターホール高天井蛍光灯修理工事業務経費の支出について
477,750

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（２月分）
240

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（２月分）
180

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業等用後納郵便料金の支出について（２月分）
280

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（２月分）
14,610

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（２月分）
2,620

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（２月分）
1,770

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（２月分）
3,020

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（２月分）
5,030

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（２月分）
1,280

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業等用後納郵便料金の支出について（２月分）
9,890

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（２月分）
270

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（２月分）
125,405

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（２月分）
620

西成区役所 市民協働課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（２月分）
3,360

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年２月支給決定分の支出について
450,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用葬祭費出産育児一時金の資金前渡支出について　平成２６年３月分
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２６年２月支給決定分の支出について
840,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用葬祭費出産育児一時金の資金前渡支出について　平成２６年３月分
1,000,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２６年３月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
200,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２６年３月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
30,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１月分）
15,920

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年２月支給決定分の支出について
350,144

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当各種帳票等発送用切手代の支出について
27,700

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年２月支給決定分の支出について
97,459

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍事務参考用図書購入経費の支出について
12,800

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用住基カードカラーリボン外１点の購入経費の支出について
53,046

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 戸籍事務参考用図書購入経費の支出について
17,500

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 住民情報担当手数料徴収事務用電子レジスター店名スタンプの購入経費の支出について
7,350

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 住民情報担当手数料徴収事務用電子レジスターの登録ボタン変更業務経費の支出について
16,800
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西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　退職　平成２６年２月支給決定分の支出について
34,398

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２５年９月分の支出について
1,600

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２５年１１月分の支出について
2,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２５年１０月分の支出について
2,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２５年９月分の支出について
2,780

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２５年１０月分の支出について
920

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２５年１１月分の支出について
2,300

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２５年１０月分の支出について
2,050

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２５年１１月分の支出について
2,430

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２５年９月分の支出について
1,540

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年２月支給決定分の支出について
120,802

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年２月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２６年３月１７日支払予定分）
127,526

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２５年９月分の支出について
920

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金「徴収・資格・後期高齢・国民年金事務用」切手購入経費の資金前渡の支出について
926

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金「国民年金事務用」レターパック購入経費の資金前渡の支出について
15,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金「徴収・資格・後期高齢・国民年金事務用」切手購入経費の資金前渡の支出について
40

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金「徴収・資格・後期高齢・国民年金事務用」切手購入経費の資金前渡の支出について
40

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２６年２月支給決定分の支給について
1,680,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金「徴収・資格・後期高齢・国民年金事務用」切手購入経費の資金前渡の支出について
20

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年３月支給決定分の支出について
758,156

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リングファイル　外１４点の購入経費の支出について
37,800

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リングファイル　外１４点の購入経費の支出について
211,144

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リングファイル　外１４点の購入経費の支出について
13,230

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リングファイル　外１４点の購入経費の支出について
21,525

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
13,711

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 西成区役所住民情報担当　ネコの目発券機用プリンター修繕業務経費の支出について
29,400

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年３月支給決定分の支出について
150,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用高額療養費の資金前渡について
10,800

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２６年３月支給決定分の支出について
1,669,470

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便２月分の支出について
148,950

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便２月分の支出について
160

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
7,302

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
446,431

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
10,552

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（２月分）
990,712

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
20,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
60,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
70,857

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（1月分）
14,062

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,508

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
29,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について
270,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（１月分）
97,483

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費・介護報酬の支出について
152,136

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分消耗品費（通常保育分）の支払について
380,000
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西成区役所 保健福祉課 平成26年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険システムプリンタ用トナーカートリッジの購入について（２セット（４箱））
231,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複写機賃借料の支出について（１月分）
3,427

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用アコーディオンスクリーンほか１３点購入経費の支出について
110,476

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 区における就労支援強化事業用履歴書他５点の購入経費の支出について
164,304

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
120,026

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
160,552

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
128,055

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
102,374

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
286,250

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
63,350

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
36,440

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
44,640

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（１０月分）の支出について
400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（１０月分）の支出について
460

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
240

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（１０月分）の支出について
5,460

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
930

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
1,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
2,640

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１月分）
15,185

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１月分）
15,185

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 西成地区ネットワーク委員会委員名簿、同委嘱状及び地区ネットワーク委員証作成業務経費の支出について
103,845

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
1,320

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
460

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
840

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（１０月分）の支出について
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（１０月分）の支出について
620

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（１０月分）の支出について
5,450

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
1,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
565,083

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
920

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（１０月分）の支出について
1,630

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
740

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（１０月分）の支出について
270

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（９月分）の支出について
4,040

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる鑑定費用の支出について
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 成年後見用申立書の収入印紙・予納郵便切手購入経費の支出について
18,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見用申立書の収入印紙・予納郵便切手購入経費の支出について
17,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
258,802

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
183,891

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
1,960

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・非指定医療機関診療報酬費・180日超入院診療費・食事療養費の支出について
439,640

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
104,080
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西成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　診察料・検査料の支出について
57,240

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
83,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年2月決定分）
107,450

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
53,560

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
60,480

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
60,480

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,796

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,226

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,090

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
28,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
198,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーに関する購入経費の支出について
67,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーに関する購入経費の支出について
20,475

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
3,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
29,806

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
72,550

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　１８０日超入院診療費の支出について
504,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
73,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　出産にかかる処置料・文書料の支出について
130,720

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
4,479,955

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費・文書料の支出について
4,192,025

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年2月決定分）
39,056

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年2月決定分）
437,348

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用ゴム印１２点の購入経費の支出について
6,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成２５年６・７・８・９・１０・１１月分）
12,898

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成２５年６・７・８・９・１０・１１月分）
12,112

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
135,053

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
110,146

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
491,204

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費の支出について
1,176

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費・介護サービス費の支出について
57,245

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
4,580

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
525,324

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 出産扶助費　助産施設法外援護費・衛生材料費・文書料・保険料・分娩介助料の支出について
348,490

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「西成区基礎学力アップ事業（西成まなび塾）」外1件の事業者選定会議にかかる報償金の支出について
50,385

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
135,010

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
240,163

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
179,231

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
140,723

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
208,849

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
45,347

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
193,170

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
213,299

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
78,050

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・検査料・診察料の支出について
104,360

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
150,430

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
326,270

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
276,700
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西成区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費の支出について
168,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
2,421,680

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区基礎学力アップ事業（西成まなび塾）用机外1点購入経費の支出について
385,245

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
650,737

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
24,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,565

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
60,180

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
24,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
44,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
78,960

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
29,925

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について
153,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
82,333

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
166,040

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
170,976

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について
218,818

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
251,624

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
19,780

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
8,663

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 出産扶助費　文書料・衛生材料費の支出について
5,430

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉アクションプラン推進・支援事業用等ICレコーダーほか2点購入経費の支出について
20,930

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
640

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
3,764

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
7,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
2,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
3,050

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用等市内出張交通費の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
920

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉・子育て担当事務用トナーカートリッジの購入について
15,565

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉・子育て担当事務用トナーカートリッジの購入について
103,935

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,253

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,270

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
52,221

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
296,434

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,843

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,270

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
221,141

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,605

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,276

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,217

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,226

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,444

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,825

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487
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西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
173,070

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
20,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
44,330

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
7,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
352,090

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
34,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
242,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
4,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
98,394

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
150,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
19,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
4,580

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
263,639

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入について（１月分）
6,780

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用等市内出張交通費の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
22,650

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 地域福祉アクションプラン推進・支援事業用等ICレコーダーほか2点購入経費の支出について
13,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（１月分）
818

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託料の支出について（平成２６年１月分）
2,675,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
157,373

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
35,258

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 住宅改修費　住宅維持費の支出について
110,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
3,255

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費・福祉用具購入費の支出について
23,352

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
1,673

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
8,885

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・１８０日超入院診療費の支出について
182,990

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
658,881

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
755,948

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
105

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
95

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉・子育て担当事務用トナーカートリッジの購入について
22,235

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉・子育て担当事務用トナーカートリッジの購入について
69,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座事業用プリンタートナー購入経費の支出について
10,710

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
4,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
22,780

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
338,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
197,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
42,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業アルコール連続講座にかかる講師謝礼の支出について（２月分）
9,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費の支給について（平成２５年１１月分）
1,380

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,215

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
160,687

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
183,730

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　介護報酬の支出について
12,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（３月分・２回目）
1,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
3,368,285
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西成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
148,570

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
2,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
253,615

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
20,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
60,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 出産扶助費　助産施設法外援護費・文書料の支出について
15,240

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区高齢者地域見守り事業及び西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業　委託事業者選定会議用選定委員謝礼金の支出について
49,745

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ボイスコール用ロール紙購入経費の支出について
4,199

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ボイスコール用ロール紙購入経費の支出について
18,665

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ボイスコール用ロール紙購入経費の支出について
5,248

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ボイスコール用ロール紙購入経費の支出について
7,028

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年3月決定分）
134,607

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
3,297

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費の支出について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・180日超入院診療費・移送費の支出について
156,830

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２６年２月分）
48,540

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（２月分）
30,570

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業（ＳＳＴ）講師報償金の支出について（２月分）
10,380

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（ＧＷ）講師報償金の支出について（２月分）
19,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師報償金の支出について（２月分）
9,340

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ボイスコール用ロール紙購入経費の支出について
8,280

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２６年２月分）
261,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用ボイスコール用ロール紙購入経費の支出について
16,430

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支給について
16,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支給について
16,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務所運営用等ジュラルミンケース購入経費の支出について
188,251

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（１月分）
316,158

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉事務所運営用等ジュラルミンケース購入経費の支出について
73,325

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
161,568

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費の支出について
7,040

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費・教材代・校外活動費の支出について
716,996

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費の支出について
456,842

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分賄材料費の支払について
4,953,650

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ウオーキングタウン西成事業にしなりウォークラリー用ボールペン購入経費の支出について
24,570

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
175,858

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
175,858

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
175,858

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
269,104

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
245,607

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・妊婦検診料の支出について
184,030

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
241,351

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（４月分・１回目）
115,090,732

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（４月分・１回目）
62,878,968

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（４月分・１回目）
353,411

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
3,052,255

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 成年後見申立用等の切手・印紙購入経費の支出について
13,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 成年後見申立用等の切手・印紙購入経費の支出について
7,900
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西成区役所 保健福祉課 平成26年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見申立用等の切手・印紙購入経費の支出について
10,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用等色上質紙ほか１９点購入経費の支出について
26,530

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（平成26年2月分）
2,768

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年3月決定分）
863,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用等色上質紙ほか１９点購入経費の支出について
224,115

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
222,935

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
215,644

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
618,595

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
45,240

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
488,255

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年3月決定分）
178,959

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
473,028

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用ゴム印等購入経費の支出について
62,286

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 区における就労支援強化事業用携帯電話プリペイドカード購入経費の支出について
30,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
139,558

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
306,967

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
271,680

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
252,116

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費の支出について
213,592

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費の支出について
3,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
78,425

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
89,950

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年3月決定分）
58,610

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年3月決定分）
29,814

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
156,815

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金の支出について（平成２６年２月分）
181,350

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　３月分
879

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動の促進とつながりづくり事業用鎌ほか７点購入経費の支出について
66,255

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　３月分
9,954

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　３月分
525

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動への参加促進とつながりづくり事業用リフレクコートほか４点購入経費の支出について
173,617

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て支援室）事務用カード立て購入経費の支出について
8,820

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
15,824

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
26,611

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　３月分
7,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　３月分
4,650

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」にかかる有償ボランティア活動保険にかかる経費の支出について
58,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,540

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,826

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
165,582

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,167

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,038

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,088

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,447

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,614

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
484,306
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西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について（追加給付）
16,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
381,426

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
97,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について（追加給付）
4,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
564,871

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
397,140

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用複写機賃貸借料（その２）の支出について（２月分）
19,327

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用郵便切手購入経費の支出について
21,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務経費の支出について（平成２６年２月分）
2,675,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
81,273

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
168,282

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
5,765

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
1,344

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
3,255

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
8,602

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費の支出について
13,347

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費・福祉用具購入費の支出について
9,274

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
1,733

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
5,460

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
53,120

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 出産扶助費　文書料・出産にかかる処置料の支出について
237,720

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て）事務用トナーカートリッジ外１点購入経費の支出について
27,699

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,250

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
10,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる区実施健診のレントゲン読影等業務従事医師報償金の支出について（２月分）
97,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる分館療養相談等業務従事医師報償金の支出について（２月分）
121,350

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について(2月分）
18,171

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用シュレッダーの購入経費の支出について
10,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域結核健診受診勧奨用ビラ等の作成経費の支出について（平成26年2月）
103,635

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域結核健診受診勧奨用ビラの作成経費の支出について（平成26年1月）
131,418

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,390

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,315

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
14,650

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
8,970

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,950

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
90

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年2月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 「つくろう・あそぼう・つながろう」～だれもが集える公園づくり～地域と子どものふれあい事業補助金の支出について
45,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員活動に関する費用弁償（第４四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,382,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
3,495

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
6,395

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,630

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
114,915

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
30,115

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,810

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,120

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
560
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西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 成年後見用申立書の収入印紙・予納郵便切手購入経費の支出について
1,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
168,640

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
565

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見用申立書の収入印紙・予納郵便切手購入経費の支出について
4,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,250

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,154

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
128,853

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,584

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
36,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
39,540

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
19,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
4,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
4,760

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,380

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
8,540

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,520

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
642

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（２月分）
111,969

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
39,130

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
438,090

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
1,562,938

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
221,761

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
94,778

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
50,030

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
22,053

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費の支出について
338,125

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・１８０日超入院診療費・移送費の支出について
92,790

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
160

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
4,010

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
110

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
560

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
4,360

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
160

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
100

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
170

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
790

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
70,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
178,050

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
10,580

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 児童委員活動に関する費用弁償（第４四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,313,450

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
55,835

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,915

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
400

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業業務委託費支出について（２月分）
543,850

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
62,835

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
545
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西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
5,605

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
13,070

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業業務委託費支出について（２月分）
244,166

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
160

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用シュレッダーの購入経費の支出について
23,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
660

西成区役所 保健福祉課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
4,295

市会事務局 総務担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
48,249

市会事務局 総務担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２５年１０月～１２月分）
5,505

市会事務局 総務担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託の実施経費の支出について（平成２６年１月分）
535,500

市会事務局 総務担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（１月分）の支出について
46,646

市会事務局 総務担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
44,844

市会事務局 総務担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２６年２月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用議長賞用賞状用紙外１点の購入経費の支出について
74,340

市会事務局 総務担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 議員海外出張用　携帯電話（ＫＤＤＩ）料金の支出について
2,476

市会事務局 総務担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２６年３月分）の支出について
44,118,000

市会事務局 総務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
34,731

市会事務局 総務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（平成２５年度２月分）
111,300

市会事務局 総務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年３月分）（所得税等）
11,709,460

市会事務局 総務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年３月分）（口座振込分）
55,598,540

市会事務局 総務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年３月分）（資金前渡受領者口座振込分）
68,000

市会事務局 総務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張旅費（２月分）の支出について
2,520

市会事務局 総務担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
40,176

市会事務局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用プリンタ用トナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
163,283

市会事務局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリン給油費の支出について（平成２６年１月分）
36,235

市会事務局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
12,390

市会事務局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
31,773

市会事務局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 正副議長車用　ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（平成２６年１月分）
28,400

市会事務局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入経費の支出について（２月分）
27,489

市会事務局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
16,359

市会事務局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
53,058

市会事務局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用プリンタ一式長期借入経費の支出について（２月分）
13,440

市会事務局 総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（５台分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
8,289

市会事務局 総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
18,774

市会事務局 総務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（２月分）（市会図書室）
2,887

市会事務局 総務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（２月分）
32,860

市会事務局 総務担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市会正副議長用パソコン等機器一式借入経費の支出について（２月分）
12,390

市会事務局 総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 補償、補填及賠償金　賠償金 平成２５年議員報酬にかかる所得税の延滞税の支出について
6,700

市会事務局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
29,349

市会事務局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（２月分）の支出について
44,780

市会事務局 総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託の実施経費の支出について（平成２６年２月分）
535,500

市会事務局 総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用液晶モニタの購入経費の支出について
99,120

市会事務局 議事担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２５年１０～１１月大阪市会決算特別委員会（平成２４年度一般会計等決算）記録印刷製本経費の支出について
38,556

市会事務局 議事担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２５年１０月～１１月大阪市会決算特別委員会記録（平成２４年度一般会計等決算）ＣＤ版作製経費の支出について
13,230

市会事務局 議事担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 災害対策委員会講演会講師謝礼金の支出について
60,540

市会事務局 議事担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市会災害対策委員会講演会資料印刷経費の支出について
44,178

市会事務局 議事担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２５年９～１２月大阪市会常任委員会記録印刷製本経費の支出について
65,488

市会事務局 議事担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２５年１０～１２月大阪市会常任委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,230
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市会事務局 政策調査担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　官報検索利用料支出について（平成２５年４月～６月分）
1,512

市会事務局 政策調査担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　官報検索利用料支出について（平成２５年７月～９月分）
1,512

市会事務局 政策調査担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　官報検索利用料支出について（平成２５年１０月～１２月分）
1,512

市会事務局 政策調査担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 環境対策特別委員会行政視察随行にかかる出張旅費の支出について
35,340

市会事務局 政策調査担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
35,847

市会事務局 政策調査担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用 ＣＤ－Ｒの購入経費の支出について
3,622

市会事務局 政策調査担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年１２月・平成２６年１月大阪市会特別委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
88,200

市会事務局 政策調査担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　追録購入経費支出について
21,000

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
2,589

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
2,800

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
12,342

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
2,625

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
3,045

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
8,144

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料の支出について
19,685

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（２月分）の支出について
57,319

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（２月分）の支出について
108,974

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　逐条地方自治法購入経費の支出について
15,750

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ外７件購入経費の支出について
231,735

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（２月分）の支出について
6,058

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（２月分）の支出について
80,380

行政委員会事務局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（２月分）の支出について
3,010

行政委員会事務局 監査課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方公営企業関係法令実例集追録の購入にかかる支出命令について
3,985

行政委員会事務局 監査課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出命令について（２月分）
13,440

行政委員会事務局 監査課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　参考図書10点の購入にかかる支出命令について
6,325

行政委員会事務局 監査課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 備品購入費　図書購入費 監査事務用　参考図書10点の購入にかかる支出命令について
64,470

行政委員会事務局 任用課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　採用説明会（立命館大学）への出張旅費の支出について
1,920

行政委員会事務局 任用課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　職員（事務行政(26-34)）採用試験試験官従事に係る交通費の支出について
800

行政委員会事務局 任用課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　スチール物品棚購入にかかる経費の支出について
42,210

行政委員会事務局 任用課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験（６月試験）に係る業務委託料の支出について
773,850

行政委員会事務局 任用課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　職員（事務行政(22-25)、大学卒程度技術・社会福祉）採用試験要綱の印刷に係る経費の支出について
96,390

行政委員会事務局 任用課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　手提げ金庫の購入経費の支出について
8,662

行政委員会事務局 任用課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　任用事務関係書籍の購入経費の支出について
9,870

行政委員会事務局 任用課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員（事務行政(22-25)、大学卒程度社会福祉）採用試験の点字受験のご案内作成に係る点訳業務委託経費の支出について
125,610

行政委員会事務局 任用課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム機器長期借入契約にかかる使用料の支出について
58,065

行政委員会事務局 調査課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与調査事務用　複線型人事制度のヒアリングにかかる出張旅費の支出について
1,480

行政委員会事務局 調査課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 公平審査関係事務用　「ルーズリーフ　条例・規則の起案マニュアル」の追録の購入にかかる支出について
3,400

行政委員会事務局 調査課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査システム用機器一式の長期借入契約にかかる支出について
13,429

行政委員会事務局 選挙課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用新成人へのお知らせあて名帳票の買入及び経費の支出について
11,340

行政委員会事務局 選挙課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙法研究用選挙関係実例判例集購入経費の支出について
14,000

行政委員会事務局 選挙課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 法研究用地方選挙の手引き購入経費の支出について
108,000

行政委員会事務局 選挙課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 備品購入費　図書購入費 法研究用新版逐条地方公務員法外１点購入経費の支出について
28,350

行政委員会事務局 選挙課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用新成人へのお知らせ封筒の作成及び経費の支出について
164,373

行政委員会事務局 選挙課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙法研究用「選挙時報」購入経費の支出について
104,160

行政委員会事務局 選挙課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙法研究用「月刊選挙」購入経費の支出について
50,220

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙用候補者表示物及び政治活動用自動車表示物の作製経費の支出について
72,408

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙用カセットテープ外4点購入経費の支出について
26,754

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　印刷製本費 市長選挙用選挙公報等配布員証の作製経費の支出について
22,050
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行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙事務用プリンター用トナーカートリッジ外29点購入経費の支出について
245,054

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙事務用スタンプ外４点購入経費の支出について
11,093

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 旅費　普通旅費 市長選挙用投票用紙作製業務に係る旅費の支出について（２月２０日・３月７日分）
9,630

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙用名簿対照票の作製経費の支出について
162,993

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙啓発用ミニのぼりの作製経費の支出について
34,020

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙用候補者表示物の追加作製経費の支出について
35,910

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙啓発用ステッカーの作製経費の支出について
147,000

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙用選挙運動用ビラ及び政治活動用ポスター証紙の作製経費の支出について
110,880

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙用投票関係封筒の作製経費の支出について
296,100

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙用票箋類の作製経費の支出について
141,750

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　印刷製本費 市長選挙啓発用ポスターの印刷経費の支出について
156,080

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　印刷製本費 市長選挙用期日前投票手続案内表示の作製経費の支出について
31,305

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　印刷製本費 市長選挙用投票所表示物の作製経費の支出について
284,550

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙啓発用たすきの作製経費の支出について
147,000

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 委託料　委託料 大阪市長選挙啓発用放送記録媒体の作製業務委託経費の支出について
460,792

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 報償費　報償金 市長選挙用公報音訳テープ作成に伴う報償金の支出について
5,000

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 報償費　報償金 市長選挙用不在者投票管理経費の支出について
29,080

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 市長選挙用候補者選挙運動用ビラ証紙の追加作製経費の支出について
52,920

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 市長選挙事務用電話料金の支出について（2月利用3月請求分）
154,179

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 市長選挙事務用電話料金の支出について（2月利用3月請求分）
55,547

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 市長選挙事務用電話料金の支出について（2月利用3月請求分）
10,290

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　広告料 市長選挙学生求人広告掲載に係る広告料の支出について
63,000

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（１１月分）
8,420

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 国家戦略特区ワーキンググループヒアリング等に係る出張旅費の支出について
111,840

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
8,400

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,000

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 企画担当業務用　学校協議会委員辞令用紙の印影印刷の実施及び同経費の支出について
9,450

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,580

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（１月分）
4,857

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（1月分）
110,699

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
4,750

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年度教育関係予算資料の印刷経費の支出について
50,085

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,700

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,450

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　委員旅費 第２回指定都市教育委員・教育長協議会への出席及び出張旅費の支出について
1,100

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 第２回指定都市教育委員・教育長協議会への出席及び出張旅費の支出について
28,020

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 「物価資料」（平成25年４月～平成26年３月分）の購入及び同経費の支出について
18,960

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 予算決算事務用タクシー料金の支出について
880

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（２月分）
324,170

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（２月分）
21,210

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　デジタル製版一体型印刷機長期借入にかかる使用料の支出について（２月分）
26,126

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出について（２月分）
677,027

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について（２月分）
694,540

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校協議会用　ＰＰＣ用紙外１点の購入経費の支出について
1,011,202

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　教育小六法ほか１点の購入経費の支出について
6,250

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 教育委員会事務局職員人権研修にかかる講師謝礼の支払いについて
62,480

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用市内出張交通費の支出について（２６年２月追加分）
414

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用市内出張交通費の支出について（２６年１月分）
874
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教育委員会事務局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用市内出張交通費の支出について（２６年２月分）
1,070

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　事務椅子の購入にかかる経費の支出について
73,920

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 補償、補填及賠償金　賠償金 損害賠償請求事件にかかる和解金の支出について
300,000

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 企画グループ業務用　学校協議会委員報償金（交通費相当）（８～１２月分）の支払いについて
66,960

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（２月分）
9,740

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（１月分）
10,970

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（12月分）の支出について
150

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（１月分）の支出について
150

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 連絡調整グループ事務用　市内出張交通費（２月分）の支出について
4,890

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 連絡調整グループ事務用　市内出張交通費（１月分）の支出について
1,950

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（１月分）の支出について
2,030

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（２月分）の支出について
3,600

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
293,477

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
176,904

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局職員人権研修にかかる手話通訳委託並びに同経費の支出について
19,500

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 企画グループ業務用　市内出張交通費（１２・１月分）の支出について
20,950

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
6,820

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　食糧費 一般管理用　来客用茶葉の購入にかかる経費の支出について
6,140

教育委員会事務局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　外部通報窓口設置にかかるFAX回線使用料の支出について（２月分）
2,628

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　集塵機の購入経費の支出について
127,575

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　密度比較用体外４点の購入経費の支出について
206,220

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 廃校管理事務用もと大阪北小学校電気料金の支出について（２月分）
27,235

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　北区外３区（61校）にかかる経費の支出について（２回目）
315,105

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　北区外３区（61校）にかかる経費の支出について（２回目）
128,310

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用　建築関係用語・手続事典（３８号）購入経費の支出について
5,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「水道六法262－263」購入並びに同経費の支出について
7,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机椅子整備事業　傘立て　外７点購入経費の支出について
206,115

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 ポリ塩化ビフェニル廃棄物運搬業務委託にかかる経費の支出について
1,396,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 教室用机椅子整備事業　傘立て　外７点購入経費の支出について
50,820

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　壁掛け式扇風機（その２）購入経費について
123,984

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　教師用裁縫台外４点の購入経費の支出について
3,305,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　地球内部構造地球儀の購入経費の支出について
17,010

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃　淀川区外１区（44校）にかかる経費の支出について（完成）
175,455

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　外　マグネットスクリーン（その３）購入経費の支出について
21,714

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　外　マグネットスクリーン（その３）購入経費の支出について
21,714

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 宮原中学校クラブ室設置その他工事に伴う下水道工事事務監督委託経費の支出について
73,080

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　消耗品費 用地管理用チェンソー替刃外２点の支出について
9,975

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　再生トナーカートリッジの購入経費の支出について
56,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　液晶テレビ（３２Ｖ型）外１点（その２）購入経費について
12,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　液晶テレビ（３２Ｖ型）外１点（その２）購入経費について
57,383

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　ガスファンヒーター（その５）購入経費について
171,360

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　放射線検知器外２点(その２)の購入経費の支出について
4,322,220

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 教室用机椅子整備事業　養護用机(傾斜調整付)の購入経費の支出について
228,480

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　液晶テレビ（３２Ｖ型）外１点（その２）購入経費について
57,382

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　三眼実体顕微鏡外２点の購入経費の支出について
361,872

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　デジタルＣＯ２・Ｏ２チェッカーの購入経費の支出について
4,846,590

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　生物顕微鏡外１点の購入経費の支出について
589,680

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用十三小学校借地料（２月分）の支出について
797,418



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用南中学校借地料（２月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（１２月分）
108,928

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 教室用机椅子整備事業　ランドセルロッカー外１点運搬経費の支出について
14,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 啓発小学校におけるガス吸収式暖房機運転業務委託にかかる経費の支出について（２回目）
149,688

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　壁掛け式扇風機の購入並びに同所要経費について
76,238

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　壁掛け式扇風機の購入並びに同所要経費について
533,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 啓発小学校におけるガス吸収式暖房機運転業務委託にかかる経費の支出について（３回目）
158,004

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 校舎建設事務用　施設台帳図面管理システム利用パソコン等一式借入経費の支出について（再リース）（２月分）
3,580

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度日本電気協会関西支部会費の支出について
30,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　電気実験セット外６点の購入経費の支出について
194,323

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　電気実験セット外６点の購入経費の支出について
94,322

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（２月分）
7,665

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（２月分）
24,512

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（８ブロック）（２月分）
26,355

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　簡易専用水道検査業務委託にかかる経費の支出について
680,407

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（２月分）
260,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（７ブロック）（２月分）
1,116,990

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（２月分）
268,275

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（2ブロック）（２月分）
578,628

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（１ブロック）（２月分）
588,702

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（２月分）
1,679,999

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（８ブロック）（２月分）
1,133,265

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（２月分）
931,457

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　簡易専用水道検査業務委託にかかる経費の支出について
448,422

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（２月分）
107,310

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（８ブロック）（２月分）
553,455

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（７ブロック）（２月分）
558,495

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（２月分）
629,999

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（2ブロック）（２月分）
242,651

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（２月分）
367,681

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（１ブロック）（２月分）
247,872

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（２月分）
109,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　簡易専用水道検査業務委託にかかる経費の支出について
121,354

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（８ブロック）（２月分）
26,355

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（２月分）
69,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（２月分）
49,025

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（２月分）
45,990

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（2ブロック）（２月分）
37,331

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（１ブロック）（２月分）
46,476

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（２月分）
42,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　簡易専用水道検査業務委託にかかる経費の支出について
9,817

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（７ブロック）（２月分）
62,055

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（2ブロック）（２月分）
18,665

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（２月分）
49,025

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（８ブロック）（２月分）
26,355

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（２月分）
15,330

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（２月分）
69,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（２月分）
34,999
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教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　配膳台（その４）の購入並びに同所要経費について
132,300

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　配膳台（その４）の購入並びに同所要経費について
44,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　都島区外３区（54校）にかかる経費の支出について（２回目）
54,075

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　都島区外３区（54校）にかかる経費の支出について（２回目）
34,440

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　都島区外３区（54校）にかかる経費の支出について（２回目）
122,325

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 校舎補修等整備事業用　保全整備業務管理システム利用パソコン等一式借入経費の支出について（再リース）（２月分）
3,990

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務　東住吉区外１区（53校）にかかる経費の支出について（完成）
34,755

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務　東住吉区外１区（53校）にかかる経費の支出について（完成）
23,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
29,925

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大阪北小学校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
57,750

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
7,875

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
31,447

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
14,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
29,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
25,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（３月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１月分）
23,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　ガスファンヒーター（その４）の購入経費の支出について
328,965

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 大阪市立高等学校教育環境改善事業空調機器整備業務委託（耐震工事に伴う空調機器仮撤去業務）経費の支出について
23,625,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１月分）
24,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　建物修繕料 もと大阪北小学校受水槽内配管修理業務の支出について
24,307

教育委員会事務局 学事課 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金にかかる訴訟提起経費の支出について
4,800

教育委員会事務局 学事課 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 高等学校等奨学金にかかる訴訟提起経費の支出について
5,000

教育委員会事務局 学事課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度小中学校児童生徒市営交通無料乗車証交付等の経費支出について（下半期）
533,760

教育委員会事務局 学事課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度小中学校児童生徒市営交通無料乗車証交付等の経費支出について（下半期）
54,330

教育委員会事務局 学事課 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 補償、補填及賠償金　賠償金 平成２５年度高等学校入学者選抜にかかる採点誤り等による不合格者への損害賠償金の支出について
440,562

教育委員会事務局 学事課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課１１月分市内出張旅費の支出について
59,874

教育委員会事務局 学事課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課１２月分市内出張旅費の支出について
59,326

教育委員会事務局 学事課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課１月分市内出張旅費の支出について
47,004

教育委員会事務局 学事課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入並びに所要経費の支出について
54,610

教育委員会事務局 学事課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（２月分）
5,115

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器の購入経費の支出について
52,269

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 事業班運営用　市内出張交通費（１月分）の支払について
2,460

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　蛍光オプテックス・ケア外２３点の購入経費の支出について
40,171

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　賞賜金 市立校園児童生徒表彰式にかかる記念品（楯）の購入並びに同所要経費の支出について
126,882

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 校園営繕園芸事務所・特別支援学校での勤務に向けた事前実習の実施経費の支出について
120

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　損害保険料 校園営繕園芸事務所・特別支援学校での勤務に向けた事前実習の実施経費の支出について
4,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立小学校・中学校・高等学校校長公募にかかる採用予定者研修会講師謝礼金の支出について
43,180

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立小学校・中学校・高等学校校長公募にかかる採用予定者研修会講師謝礼金の支出について
43,720

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　ＵＳＢ３．０ポータブルＨＤＤ外２点の購入経費の支出について
15,582

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事服務管理事務用　追録の購入経費の支出について
79,300

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支払について
550

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　角２封筒（親展あり）外１点の印刷経費の支出について
48,615

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 新任内定者研修における手話通訳経費の支出について
59,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 市立校園児童生徒表彰にかかる表彰状揮毫業務の実施及び同経費の支出について
55,860

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成25年度　校園文書等逓送業務委託（2月分）の支払いについて
3,765,642

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 争訟事務用　大阪地方裁判所事案にかかる弁護士着手金の支出について
800,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,150
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,200

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事服務管理事務用　追録の購入経費の支出について
3,870

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立小学校・中学校・高等学校校長公募にかかる採用予定者研修会講師謝礼金の支出について
73,300

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立小学校・中学校・高等学校校長公募にかかる採用予定者研修会講師謝礼金の支出について
20,820

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校園におけるセクシュアル・ハラスメント相談事業の報奨金の支出について（２月分）
82,380

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　管理主事室　コピー代の支出について（２月分）
3,726

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（２月分）
15,672

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事服務管理事務用　追録の購入経費の支出について
11,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（２月分）
1,057

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教職員の評価・育成システムにかかる開示面談時の手話通訳派遣経費の支出について
4,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　エンジンオイル外２点の購入経費の支出について
11,445

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 苗代サービスセンター外３件にかかる回線通信料（３月分）の支払いについて
17,008

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 光陽特別支援学校における理学療法士等の所要経費の支出について（平成25年度後期分　大道会森之宮病院）
231,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立小学校・中学校・高等学校校長公募にかかる採用予定者研修会講師謝礼金の支出について
16,980

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 争訟事務用　人事委員会事案の判定確定に伴う弁護士報酬金の支出について
2,000,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（資質）出張交通費（１１月分）の支出について
14,830

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理職）出張交通費（１１月分）の支出について
21,670

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（小・中）出張交通費（１１月分）の支出について
8,410

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理）出張交通費（１１月分）の支出について
10,780

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理職）出張交通費（１２月分）の支出について
23,977

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理）出張交通費（１２月分）の支出について
6,960

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（資質）出張交通費（１２月分）の支出について
15,760

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理）出張交通費（１０月１人追加分）の支出について
4,550

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　（任・服）出張交通費（１１月分）の支出について
40,540

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（小・中）出張交通費（１２月分）の支出について
4,480

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　（任・服）出張交通費（１２月分）の支出について
31,770

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（１２月分）の支出について
33,390

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 校長公募支援室用ＺＩＰ　ＬＩＮＫⅡ（パーティションパネル）外３点の購入経費の支出について
59,094

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 中学校給食用カラ―用紙の購入にかかる経費の支出について（２月周知用）
42,525

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 平成２５年度学校給食標準献立外１点印刷業務にかかる経費の支出について（献立表平成２６年４月・５月分）
69,479

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成25年度学校環境衛生検査（飲料水）用培地の買入にかかる経費の支出について
1,268,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成25年度学校環境衛生検査（飲料水）用培地の買入にかかる経費の支出について
546,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
4,839,645

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
6,302,466

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
3,808,753

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
6,346,186

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
3,702,422

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
5,629,630

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
5,636,365

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食個別配膳業務委託（単価契約）（第４ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
185,028

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食個別配膳業務委託（単価契約）（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
550,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
5,995,244

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成25年度学校環境衛生検査（飲料水）用培地の買入にかかる経費の支出について
84,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 平成25年度学校環境衛生検査（飲料水）用培地の買入にかかる経費の支出について
42,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　印刷製本費 平成２５年度（第５４回）大阪市学校歯科保健研究大会資料の印刷経費の支出について
105,840

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成25年度検便検査にかかる業務委託経費の支出について（平成２６年１月分）
517,173

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健担当事務にかかる角２封筒（親展なし）購入にかかる経費の支出について
36,487

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市学校給食運営会議の実施にかかる経費の支出について
39,285
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用深型ソースポット外４点買入に関する経費の支出について
80,314

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用プロバケツ外７点（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
48,976

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用ローラーコンベア買入に関する経費の支出について
929,250

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１２月市民病院分）
20,440

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１２月市民病院分）
3,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成25年１２月市民病院分）
6,740

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 報償費　報償金 就学時健康診断事業用　就学時健康診断にかかる報償金の支出について（10月分・再執行）
25,620

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２５年１１月分）
3,555

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２５年１１月分）
14,039

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２５年１１月分）
2,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２５年１２月分）
2,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２５年１２月分）
430

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 就学時健康診断事業用　就学時健康診断精密検査調査票の購入にかかる経費の支出について
18,754

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 就学時健康診断事業用　就学時健康診断精密検査調査票にかかる経費の支出について
11,025

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
281,358

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
210,105

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（８月分）
40,540

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（２月分）
115,552

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 使用料及賃借料　使用料 学校給食献立作成用コンピューター機器賃借経費の支出について（２月分）
32,445

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,561,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 弁天小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,847,997

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,718,062

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加美北小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,254,597

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫里小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,877,637

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北恩加島小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,417,495

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉出戸小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,134,992

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 中央小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,341,712

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南港桜小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,620,491

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,412,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北巽小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,816,495

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新高小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,267,992

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,568,350

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,452,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,199,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南百済小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,816,495

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,416,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,808,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,948,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,152,491

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東小橋小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,279,498

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 五条小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,240,366

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,158,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 井高野小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,884,743

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,425,958

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加美南部小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,035,888

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加賀屋東小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,889,284

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,548,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 晴明丘小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,043,982



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 巽東小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,696,282

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 聖和小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,685,604

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 日吉小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,204,988

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,198,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東都島小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,646,483

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 本田小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,897,188

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 粉浜小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,686,991

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長居小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,369,490

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 瓜破小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,819,649

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,290,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,178,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,012,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,416,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,822,362

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,409,012

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小松小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,614,495

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三国小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,898,271

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 磯路小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,461,575

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 神路小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,642,930

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,012,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ除細動パッドの購入経費の支出について
436,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健事務用　追録（逐条解説学校保健法規集外１点）購入にかかる経費の支出について
10,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 平成２５年度大阪市学校歯科保健研究大会看板の購入経費の支出について
31,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健事務用　追録（災害共済給付の実務相談）購入にかかる経費の支出について
2,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,896,295

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,405,250

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,857,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,510,395

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 金塚小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,457,984

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫島小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,239,986

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,298,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 放出小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,414,995

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 巽南小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,703,388

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 伝法小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（２月分）
1,886,491

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田西小学校の給食調理業務委託料の支出について（２月分）
2,133,681

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 海老江西小学校の給食調理業委託料の支出について（２月分）
1,385,822

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報回線の使用経費の支出について（2月分）
24,360

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務経費の支出について（2月分）
315,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（2月分）
155,925

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
28,610

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２５年度「低学年における歯みがき指導」事業にかかる委託料の支払いについて（１月分）
423,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食自主管理票外４点の印刷経費の支出について
129,911

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 検食用給食の配送（1月～3月）経費の支出について（2月分）
14,175

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 大阪市学校給食協会賃貸料鑑定経費の支出について
775,950

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（平成25年10月分）
7,350

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事務用プリンタートナー購入経費の支出について
33,264

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　公務員給与事務提要外２点の購入経費の支出について（第４回）
45,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 労働安全衛生用デザイン教育研究所産業医報酬の支出について（平成25年度　第４四半期分）
36,000
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教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 県費負担教職員の給与等の負担の指定都市への移譲等に関する担当課長会議への出席にかかる出張旅費の支出について
57,240

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 労働安全衛生用衛生管理者試験受験準備講習受講経費の支出について
46,200

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（平成25年11月分）
10,120

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（平成25年12月分）
7,330

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（平成26年１月分）
5,840

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 使用料及賃借料　使用料 演奏維持管理用　こども劇場「新春ファミリーコンサート」の著作権使用料の支出について
28,287

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「NHKふたりは 高！大阪SHOWTIME第５回収録(平成26年１月21日実施)」の客演奏者に係る謝礼金の支出について
244,220

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　消耗品費 コピー料金の支出について（１月分）
16,745

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入にかかる支出について
28,000

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 音楽堂維持管理用　大阪市立大阪城音楽堂舞台等運営等業務にかかる経費の支出について（１月分）
342,930

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団・音楽堂機械警備業務にかかる経費の支出について（１月分）
29,400

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　インターネットプロバイダー料金（１月分）の支出について
788

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　プリンタートナー外６点の購入にかかる経費の支出について
57,750

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団事務所等清掃業務に係る所要経費の支出について（平成26年１月分）
253,400

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 音楽堂維持管理用　大阪市立大阪城音楽堂舞台照明設備補修整備業務にかかる経費の支出について
8,702,400

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　新春ファミリーコンサート実施にかかる客演奏者報償金の支出について（第2回）
15,920

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「大阪市音楽団と長山善洋によるクリスマスコンサート(平成25年12月25日実施)」の客演奏者に係る謝礼金の支出について
37,860

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　広告料 演奏維持管理用　さわやかウインドコンサート　地下鉄駅構内「市政広報板」ポスター掲出にかかる経費の支出について
69,300

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 使用料及賃借料　使用料 演奏維持管理用　第107回定期演奏会の実施に係る楽器の借入にかかる経費の支出について
17,115

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 使用料及賃借料　使用料 演奏維持管理用　「ANEMOS-calling for my wind-宮崎駿作品に捧げるオマージュ」実施にかかる著作権使用料の支出について
167,426

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団・音楽堂機械警備業務にかかる経費の支出について（２月分）
29,400

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　広告料 演奏維持管理用　第107回定期演奏会ポスター掲出業務にかかる経費の支出について
95,550

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽堂電気室漏水補修工事に係る所要経費の支出について
375,900

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「スーパーライブ！大阪市音楽団(平成26年１月19日実施)」の指揮者、客演奏者に係る謝礼金の支出について
696,800

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　消耗品費 コピー料金の支出について（２月分）
15,154

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団・音楽堂消防用設備等点検業務にかかる経費の支出について
64,050

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 使用料及賃借料　使用料 演奏維持管理用　第１０７回定期演奏会の実施にかかる楽譜の借入経費の支出について
85,050

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,370

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 演奏維持管理用　大阪市音楽団楽器搬送業務にかかる経費の支出について(平成26年2月分)
269,850

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団事務所等事業系一般廃棄物収集運搬にかかる経費の支出について（２月分）
1,000

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　インターネットプロバイダー料金（２月分）の支出について
1,168

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用「堺市民会館ラブ・サウンズコンサートシリーズ2013佐渡裕×大阪市音楽団(平成26年２月23日実施)」の客演奏者に係る謝礼金の支出について
544,800

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「第86回選抜高校野球大会行進曲録音(平成26年２月４日実施)」の指揮者、客演奏者に係る謝礼金の支出について
388,920

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理「羽衣学園創立90周年・羽衣国際大学開学10周年記念コンサート第2弾(平成26年２月８日実施)」の指揮者、司会者、客演奏者に係る謝礼金の支出について
308,620

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「アニメソングコンサートinれきはく(平成26年２月９日実施)」の指揮者、司会者、客演奏者に係る謝礼金の支出について
155,520

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 旅費　普通旅費 音楽団職員出張旅費の支出について（１１月分）
178,660

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　ＰＥテープ外７点の購入にかかる経費の支出について
11,649

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 音楽堂維持管理用　大阪市立大阪城音楽堂舞台等運営等業務にかかる経費の支出について（２月分）
514,290

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団事務所等清掃業務に係る所要経費の支出について（平成26年２月分）
253,400

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「結成65周年記念　大阪市女性大会(平成26年３月５日実施)」の客演奏者(追加)に係る謝礼金の支出について
12,860

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「結成65周年記念　大阪市女性大会(平成26年３月５日実施)」の指揮者、客演奏者に係る謝礼金の支出について
200,540

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 第107回定期演奏会客演指揮者派遣業務の実施及び経費の支出について
402,100

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 演奏維持管理用　第107回定期演奏会客演指揮者派遣業務にかかる経費の支出について
402,000

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 使用料及賃借料　使用料 演奏維持管理用　新春ファミリーコンサート（平成26年1月12日実施）の配布用歌詞カード出版使用料の支出について
1,890

教育委員会事務局 音楽団 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 使用料及賃借料　使用料 演奏維持管理用　第107回定期演奏会実施にかかる著作権使用料の支出について
385,331

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 報償費　報償金 平成25年度大阪の歴史再発見事業（第3回）にかかる講師謝礼金の支出について
340

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度大阪市指定文化財検討会にかかる委員報酬の支払いについて
56,745

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　費用弁償 平成25年度大阪市指定文化財検討会にかかる審議会委員の旅費の支出について
9,160
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教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 東淀川区東中島五丁目用地における崇禅寺遺跡発掘調査業務にかかる委託経費の支払について
2,238,600

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 住吉区浅香一丁目（浅香診療所用地）における山之内遺跡試掘調査業務にかかる委託経費の支払について
266,700

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 大阪市都市整備局による新三国住宅２号館２期工事に伴う西宮原遺跡試掘調査業務にかかる委託経費の支払について
169,050

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 住吉区苅田十丁目における依網池跡試掘調査業務にかかる委託経費の支払について
147,000

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平野区瓜破東二丁目用地における瓜破遺跡試掘調査業務にかかる委託経費の支払について
191,100

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大阪市都市整備局による西喜連第５住宅５号館建設工事に伴う喜連西遺跡試掘調査業務にかかる委託経費の支払について
169,050

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大阪市都市整備局による日之出住宅１期建設工事に伴う西淡路１丁目所在遺跡試掘調査業務にかかる委託経費の支払について
169,050

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 住吉区墨江二丁目（墨江小学校）における津守廃寺跡試掘調査業務にかかる委託経費の支払について
170,100

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 東淀川区西淡路二丁目用地における埋蔵文化財試掘調査業務の委託経費の支払について
15,536

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 東淀川区西淡路二丁目用地における埋蔵文化財試掘調査業務の委託経費の支払について
71,555

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 東淀川区西淡路二丁目用地における埋蔵文化財試掘調査業務の委託経費の支払について
26,309

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張交通費１月分の支払いについて
8,780

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 特別史跡大坂城跡の活用計画に関する協議にかかる旅費の支払いについて
29,040

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張交通費１２月分の支払いについて
12,170

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 大阪市指定文化財用証書ホルダー作成業務にかかる経費の支払いについて
47,250

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成25年度　識字学級の実施にかかる報償費の支出について（第３四半期分）
1,160,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 大阪市立城北市民学習センター　ビルマルチエアコン修繕経費の支出について
498,750

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと住吉青少年会館の一般廃棄物収集・運搬業務委託に係る経費の支出について
49,045

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 ｢生涯学習情報提供システム開発等業務｣に係る総合評価一般競争入札検討会議委員謝礼の支出について
32,010

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（リサイクルトナーカートリッジ）
70,822

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 「大阪市内識字・日本語教室拡大交流会議」にかかる所要経費の支出について
12,760

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成24年度大阪市生涯学習ルーム事業実施報告書の作成及び所要経費の支出について
134,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について（２月分）
8,681

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について（２月分）
19,730

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について（２月分）
19,730

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 ＰＴＡ活動状況調査報告書の作成にかかる経費の支出について
89,019

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について（２月分）
597,031

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度大阪市立総合生涯学習センターにかかる施設管理費等の支出について（３月分）
4,474,066

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　手数料 筆界特定の申請に係る経費の支出について（もと加島青少年会館）
10,400

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 家庭教育充実促進事業にかかる講師謝礼の支出について（２／２６・３／５分）
25,280

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 家庭教育充実促進事業にかかる保育謝礼の支出について（２／２６・３／５分）
24,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 平成25年度大阪市生涯学習ルームの運営にかかる物品の購入にかかる経費の支出について（家具）
119,175

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用流し込みゴム印の購入にかかる経費の支出について
1,575

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 備品購入費　機械器具費 平成25年度大阪市生涯学習ルームの運営にかかる物品の購入にかかる経費の支出について（家具）
37,275

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度　キッズプラザ大阪にかかる賃借料の支出について（平成２６年３月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について（２月分）
24,360

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度大阪市立弁天町市民学習センター不動産賃借料の支出について（３月分）
7,322,985

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（３月分）
10,735,100

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成24年度小学校区教育協議会―はぐくみネット―事業報告書の作成及び所要経費の支出について
152,460

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（日付入りスタンプ）
9,870

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ２月分）
10,074

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成25年度「生涯学習大阪計画」プロジェクト会議共同研究部会研修会にかかる講師謝礼の支出について
15,040

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,140

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（背幅伸縮ファイル外）
66,473

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,470

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（ＦＡＸドラムカートリッジ外）
64,785

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ２月分）
378,126

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
80



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと浪速青少年会館武道館駐車場跡地緩衝緑地帯復旧植栽等工事にかかる工事監理補助業務及び完成検査支援業務委託経費の支出について
3,439,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度児童虐待防止支援委員第三者専門家チーム全体会にかかる報償金の経費支出について
154,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（１２月分）
639,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「小学校英語教育重点校」アドバイザー会議（第５回）にかかる謝礼金の支出について（2月11日）
49,430

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費（１月分）の支出について
9,850

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度市内出張交通費（１月分）の支出について
273,510

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ事業用将棋セット外１点の購入にかかる経費の支出について
119,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ事業用吊り下げ名札の購入にかかる経費の支出について
221,361

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 特別支援学校入学検査実施にかかる消耗品の購入経費の支出について
83,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育推進事業通訳指導者謝礼金（１０～１２月分）の支出について
1,206,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（１月分）
205,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度特別支援教育関係予算案に係る説明会への参加にかかる出張並びに同経費の支出について
28,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 栄養教諭を中核とした食育推進事業「研究事業実施報告書」の印刷経費の支出について
75,075

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学校在宅重度障がい児スクーリング用車両運行業務委託料（国際興業大阪１月分）にかかる経費の支出について
71,775

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成25年度学校元気アップ支援員市内出張交通費（１2月分）の支払いにかかる経費支出について
29,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導部にぎわいネット用ウィルスチェックソフトの購入経費の支出について
11,025

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業用英語教材「mpi　Super　Star　Songs1　DVD」外13点購入にかかる経費の支出について
76,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用ＤＶＤ－Ｒ外１３点の購入にかかる経費の支出について
1,638

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用ＤＶＤ－Ｒ外１３点の購入にかかる経費の支出について
25,985

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用再生トナーの購入にかかる経費の支出について
56,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 職業教育訓練センター用オートオイル外２点購入にかかる経費の支出について
19,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 筋ジス・重複障がい児童・生徒用リバーシゲーム外１点にかかる経費の支出について
16,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上推進事業研修会」にかかる開催経費の支出について（２月２５日）
59,610

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーの派遣にかかる謝礼金の支出について（1月28日・1月31日・2月3日・2月24日）
86,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「第４回子どもの体力向上推進委員会」の開催経費の支出について（２月２６日）
40,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（土のリサイクル材）購入経費の支出について
8,085

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業用英語教材「We CAN Phonics1フォニックス練習帳ＣＤ及びワークブック」購入経費の支出について
6,068

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 平成２５年度子どもの安全指導員移動用車両（北地区）の修理経費の支出について（１２月分）
7,543

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 平成２５年度子どもの安全指導員移動車両（南地区）の修理経費の支出について（１２月分）
6,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　報償金 平成２５年度大阪市中学校秋季総合体育大会に係る審判謝礼金の支出について(２)
7,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 平成25年度特別支援学校高等部職業教育充実事業用　ポリッシャー外１点の購入にかかる経費の支出について
56,952

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 平成25年度特別支援学校高等部職業教育充実事業用　ポリッシャー外１点の購入にかかる経費の支出について
155,988

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 職業教育訓練センター印刷機修理（アツドウユニット取替）にかかる経費の支出について
9,555

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 職業教育訓練センター印刷機修理にかかる経費の支出について
23,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（1月15日・2月13日・2月26日）
47,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修の実施に係る事前研修謝礼金の支出について（2月21日）
26,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育総合推進事業「発達障がい支援講座(２月２８日分）」にかかる謝礼金の支出について
40,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第３回幼児期運動指針実践調査研究委員会の開催経費の支出について
27,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度学校元気アップ学習ボランティア講師謝礼にかかる経費（11月分）の口座不能による再支出について
6,870

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 幼児期運動指針の推進に係る保護者対象講演会の開催経費の支出について
74,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度特別支援学校入学検診医師謝礼金にかかる経費の支出について（2月26日）
14,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修（第４回）に係る事前研修の実施にかかる謝礼金の支出について（2月13日）
23,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修（第３回）の実施にかかる謝礼金の支出について（2月28日）
23,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修に係る事前研修にかかる謝礼金の支出について（2月18日）
39,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 高等学校生徒海外派遣（オーストラリア）報告書印刷にかかる経費の支出について
30,450

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 平成25年度特別支援学校高等部職業教育充実事業用　会話補助装置「ステップバイステップ　ウィズレベル」外１点の購入にかかる経費の支出について
176,610

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第２回小中一貫教育検討会議にかかる経費支出について（３月３日）
12,540
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第１回大阪市外国人英語指導員（Ｃ－ＮＥＴ）雇用にかかるコンサルティング業務受託事業者選定会議にかかる謝礼金の支出について（26年2月26日）
36,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 職業教育訓練センター印刷機用マスター外６点購入にかかる経費の支出について
62,821

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２５年度高等学校部活動技術指導者招聘事業にかかる第２期分（８～１２月実施分）報償金の支出について
1,959,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度学校元気アップ学習ボランティア報償費（12月分）口座不能による再支出について
8,082

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２５年度特別支援学校部活動技術指導者招聘事業にかかる第２期分（８月～１２月実施分）報償金の支出について
105,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２５年度中学校部活動技術指導者招聘事業にかかる第２期分（８月～１２月実施分）報償金の支出について
7,329,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業用洋書「ORT　Stage　1　First　Words　Pack（mini　book）」外４点の購にかかる経費の支出について
26,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 平成２５年度子どもの安全指導員移動用車両（北地区）の修理経費の支出について（１月分）
5,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 平成２５年度子どもの安全指導員移動車両（南地区）の修理経費の支出について（１月分）
12,075

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 学校元気アップ事業用リースパソコンＯＳアップグレード業務委託にかかる経費の支出について(平成２２年度設置分１６台）
514,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市学校支援人材バンクシステム保守業務委託にかかる経費支出について（Ｈ25年4月～Ｈ26年2月分）
404,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度全国中学校スポーツ大会選手派遣にかかる補助金の支出について
2,660,130

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 平成25年度特別支援学校高等部職業教育充実事業用　移動式小型集塵機の購入にかかる経費の支出について
148,785

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 確かな学力の育成に係る実践的調査研究連絡協議会（小・中学校）への出席にかかる出張旅費の支出について
28,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２５年度中学校夜間学級調査研究事業用文集の印刷及び同経費の支出について
87,482

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校支援人材バンクシステム機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
21,357

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築事業専門家協力者謝礼にかかる経費の支出について（２月分）
17,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度インクルーシブ教育合理的配慮スタッフ謝礼金の支出について（2月分）
65,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度子どもの緊急通報装置の保守点検及び維持管理にかかる経費支出について
316,418

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度地域教育力を高めるボランティアセミナーへの参加にかかる出張旅費の支出について
36,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市立汎愛高等学校卒業式における手話通訳派遣業務にかかる経費の支出について
15,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成25年度学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校への視察・意見交換会の実施及び同所要経費の支出について
20,306

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成25年度学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校への視察・意見交換会の実施及び同所要経費の支出について
20,307

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 平成25年度学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校への視察・意見交換会の実施及び同所要経費の支出について
20,307

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 平成25年度学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校への視察・意見交換会の実施及び同所要経費の支出について
56,810

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 平成25年度特別支援学校高等部職業教育充実事業用　デジタル製版一体型印刷機購入経費の支出について
294,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国際交流事業記念品「漆器　丸盆外１点」の購入経費の支出について
71,872

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 特別支援教育総合推進事業「校内及び教室内環境のユニバーサルデザイン化のためのリーフレット」印刷にかかる経費の支出について
72,576

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２５年度もと幼児教育センター清掃業務委託の経費の支出について
29,505

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　賞賜金 平成２５年度近畿中学校体育大会出場選手に対する激励金の支出について(3)
20,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（２月分）
243,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 職業教育訓練センター用B4上質紙外４点購入にかかる経費の支出について（上質紙後期納品分）
61,425

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 大阪市学校元気アップ事業用切手購入にかかる経費の支出について（２月分）
4,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成25年度子どもの安全指導員用携帯電話ＧＰＳ機能付帯にかかる経費支出について（２月分）
47,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学校等在籍児童等支援業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
1,694,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度いじめ対策事業「子どもフォーラム２０１４」の開催及び会場使用料の支出について
35,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 筋ジス・重複障がい児童・生徒用アコーディオンカーテン購入にかかる経費の支出について
70,329

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（２月分）
1,156,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語音声指導支援ボランティア活動にかかる報償金の支出について（2月分）
172,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業　高等学校アドバンストクラスの実施経費の支出について（3月10日・3月11日）
82,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業用英語教材「アルクのａｂｃＤＶＤボックス」購入にかかる経費の支出について
72,765

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成25年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代の経費支出について（２月分）
2,628

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について（２月分）
78,330

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）２月分にかかる経費の支出について
93,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成22年度契約開始分）２月分
34,650

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式借入経費の支出について（2月分）
808,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム保守業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（2月分）
42,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 中央高等学校　学校管理システム保守業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
157,500
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム保守業務（長期継続）にかかる経費支出について（2月分）
27,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
355,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
773,850

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校デザイン教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
683,655

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
1,016,085

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
621,369

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式借入経費の支出について（2月分）
29,988

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
708,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
4,557

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入（2月分）
220,185

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式借入経費の支出について（2月分）
177,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
5,670

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報処理教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
641,550

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
1,050,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（2月分）
393,225

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入経費の支出について（26年２月分）
566,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費支出について（2月分）
1,389,570

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　学校管理システムコンピュータ機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（2月分）
29,190

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
446,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
28,224

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校経営支援業務（法律相談）報酬（２月分）にかかる経費支出について
79,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度児童虐待防止支援委員会ケース会議にかかる講師謝礼報償金の支出について（３回目）
21,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 桜宮高校で発生した事案に関する対応にかかる出張旅費の支出について
28,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 学校元気アップ事業用リースパソコンＯＳアップグレードの実施経費の支出について（今宮中学校分）
46,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校維持管理用段差解消機の購入経費の支出について
3,412,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２５年度幼稚園介助アルバイト（２月分）にかかる経費支出について
1,982,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度非常勤嘱託職員（国際理解クラブ教育相談員）の事故にかかる療養補償費の支出について
29,631

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（２月分）
122,783

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(２月分）
530,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（１月分）
834,525

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度いじめ、不登校対策等プロジェクト講師派遣にかかる講師謝礼の経費支出について（天下茶屋中学校）
16,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（３月納品ＰＰＣ用紙外５点）購入にかかる経費の支出について
521,230

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（２月分）
306,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（２月分）
431,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）　　　（生野特別支援学校分）
1,066,128

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）住之江特別支援学校分
2,692,557

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
5,027,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）　　　平野特別支援学校分
3,379,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）　　　視覚特別支援学校分
4,096,176

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）　　　東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）分
1,735,650

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
847,875

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,695,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校児童・生徒通学用タクシー運行にかかる経費の支出について（２月分）
641,630

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
3,391,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）　　　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,791,510

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）１コース
975,555

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
915,705

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
897,750
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
778,050

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
897,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）（知的障がい教育部門３コース）
877,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
6,239,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
778,050

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
3,192,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度特別支援学校入学検診の実施にかかる医師謝礼金の支出について（26年3月11日）
266,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修・アドバイザー会議実施経費の支出について（３月１７日）
69,530

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市学校支援人材バンク活用事業報償金の支出について（２月分）
592,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（２月分）
167,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 職業教育訓練センター用色上質紙外３点購入にかかる経費の支出について
11,308

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（ステップ外９点）購入及び所要経費の支出について
53,098

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用背幅伸縮式フラットファイル（ヨコ型）外１２点の購入にかかる経費の支出について
13,755

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用背幅伸縮式フラットファイル（ヨコ型）外１２点の購入にかかる経費の支出について
1,984

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用再生トナーの購入にかかる経費の支出について
75,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 外国語指導助手（ＡＬＴ）貸与家電処分に伴うリサイクル料金の支出について
8,235

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度教育長表彰賞状の筆耕業務の経費支出について
71,757

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学校在宅重度障がい児スクーリング用車両運行業務委託料（国際興業大阪２月分）にかかる経費の支出について
64,350

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 平成25年度特別支援学校高等部職業教育充実事業用　液晶テレビ外４点の購入に係る経費の支出について
109,620

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度子どもの緊急通報装置にかかる電柱共架料の支出について（旭区分）
42,630

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 平成25年度特別支援学校高等部職業教育充実事業用　液晶テレビ外４点の購入に係る経費の支出について
261,450

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度特別支援学校入学検診の実施にかかる医師謝礼金の支出について（26年3月11日）
14,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成25年度学校元気アップ支援員市内出張交通費（１月分）の支払いにかかる経費支出について
20,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業　「英語耳【改訂・新CD版】発音ができるとリスニングができる」の購入経費の支出について
36,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット２月分電話代の支出について
5,733

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度子ども緊急通報装置補修修繕にかかる経費支出について
316,050

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校図書館活性化事業用水性ペン外６点の経費の支出について
11,720

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業にかかるボランティア講座講師謝礼金（２月追加分）の支出について
27,200

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業にかかるボランティア講座講師謝礼金（２月分）の支出について
45,220

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 言語力の向上支援事業にかかる報償金の支出について（２月分）
21,760

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業にかかるボランティア講座講師謝礼金（２月追加分）の支出について
13,740

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 放課後ステップアップ事業・理科支援員等配置事業にかかるスポーツ安全保険料の支出について（２月加入分）
135

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 放課後ステップアップ事業・理科支援員等配置事業にかかるスポーツ安全保険料の支出について（２月加入分）
4,800

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業　理科特別授業にかかる報償金の支出について（２月追加分）
42,160

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業　理科特別授業にかかる報償金の支出について（２月分）
372,000

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業にかかるボランティア講座講師謝礼金（平成２６年１月追加分）の支出について
1,180

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校図書館活性化事業用角材外３点購入経費の支出について
37,800

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 放課後ステップアップ事業にかかる指導員報償金の支出について（２月分）
5,042,760

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業にかかる支援員報償金の支出について（２月分）
2,192,940

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 がんばる先生支援　グループ研究用ノートパソコン外３点の購入経費の支出について
259,812

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 がんばる先生支援　グループ研究用ノートパソコン外３点の購入経費の支出について
370,188

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学習理解度到達診断に係る問題・回答用紙・付随文書の印刷並びに同経費の支出について
6,288,188

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学習理解度到達診断に係る問題・回答用紙・付随文書の印刷並びに同経費の支出について
2,096,062

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上推進委員会（３月２０日）にかかる報償金の支出について
15,720

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業にかかる支援員報償金の支出について（３月分）
84,300

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 各地域本部　教職員・ボランティア研修（白鷺中学校2月実施分）の講師謝礼にかかる支出について
12,400

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度　第2回大阪市学校元気アップ地域本部運営協議会の委員報酬にかかる経費支出について
32,000

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金(1月分)の支出について
2,305
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教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 『編纂所だより』第42号の印刷経費の支出について
31,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金１月分の支出について
157,692

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館機械警備料分担金1月分の支出について
2,898

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館清掃料分担金1月分の支出について
31,353

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備料分担金の支出について（1月分）
21,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 城東図書館水道料金２月分の支出について
2,569

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理料分担金の支出について（1月分）
5,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（９月・追加分）の支出について
79,985

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金1月分の支出について
385,395

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１０月・追加分）の支出について
97,970

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　標準三相モートル外１点買入経費の支出について
45,192

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金１月分の支出について
290,316

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金１月分の支出について
29,123

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金２月分の支出について
22,652

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　船車修繕料 自動車文庫車1号車にかかる24カ月点検整備経費の支出について
167,979

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 城東図書館電気料金2月分の支出について
118,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度日本図書館協会会費の支出について
50,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館空気環境測定業務料分担金の支出について（12月～1月分）
6,552

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（９～１０月分）の支出について
71,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（1月分）
17,286

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　自動水栓外１３点買入経費の支出について
71,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　カラーコーン外２点買入経費の支出について
15,750

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金1月分の支出について
10,261

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金12月分の支出について
159,020

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金12月分の支出について
16,763

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金1月分の支出について
321,602

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金1月分の支出について
128,189

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金１月分の支出について
21,678

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金１月分の支出について
175,512

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金1月分の支出について
78,767

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金1月分の支出について
84,029

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金11月分の支出について
20,027

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金１月分の支出について
8,191

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金１月分の支出について
112,385

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金２月分の支出について
155,832

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金11月分の支出について
142,810

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　中央図書館　消防設備不良箇所修繕経費の支出について
396,375

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（1月分）
211,514

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館　ねずみ・昆虫等の調査及び防除業務委託経費の支出について
73,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館　自動制御設備保守点検業務委託経費の支出について（２月分）
257,880

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館害虫駆除及び植栽剪定委託料分担金の支出について（後期）
35,080

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 港図書館簡易専用水道検査料分担金の支出について
3,881

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 港図書館貯水槽清掃料分担金の支出について
12,128

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館簡易専用水道検査料分担金の支出について
2,710

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館空気環境測定業務料分担金の支出について（1月分）
3,150

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館廃棄物収集運搬・処理料分担金の支出について（1月分）
15,484

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 一般維持管理用　島之内図書館空調設備改修工事経費の支出について
3,633,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江図書館外１館清掃業務委託料の支出について（２月分）
199,030
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花図書館外１館清掃業務委託料の支出について（２月分）
8,338

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花図書館外１館清掃業務委託料の支出について（２月分）
1,691

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北図書館外３館清掃業務委託料の支出について（２月分）
4,943

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江図書館外１館清掃業務委託料の支出について（２月分）
658

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭図書館清掃業務委託料の支出について（２月分）
345,153

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港図書館外２館清掃業務委託料の支出について（２月分）
2,570

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 北図書館外３館清掃業務委託料の支出について（２月分）
285

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について(2月分）
17,286

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金２月分の支出について
135,267

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金２月分の支出について
57,337

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金2月分の支出について
379,634

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 島之内図書館外２館清掃業務委託料の支出について（２月分）
174,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 住之江図書館外１館清掃業務委託料の支出について（２月分）
159,244

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花図書館外１館清掃業務委託料の支出について（２月分）
100,971

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館清掃業務委託料の支出について（２月分）
72,418

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 北図書館外３館清掃業務委託料の支出について（２月分）
257,772

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館清掃業務委託料の支出について（２月分）
1,494,150

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について(2月分）
211,514

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館清掃業務委託料の支出について（2月分）
128,363

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 港図書館外２館清掃業務委託料の支出について（２月分）
138,130

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 福島図書館外２館清掃業務委託料の支出について（２月分）
171,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館噴水設備管理業務料分担金の支出について（１０月～３月分）
36,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館塵芥処理委託料分担金の支出について（２月分）
2,699

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレベーター保守点検料分担金の支出について（２月分）
21,483

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 一般維持管理用　島之内図書館空調設備改修に伴う電気設備工事経費の支出について
1,041,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道2月分の支出について
92,165

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金２月分の支出について
202,091

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金２月分の支出について
10,149

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道2月分の支出について
3,146

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 島之内図書館機械警備料分担金の支出について（4月～7月分）
4,016

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 島之内図書館機械警備料分担金の支出について（8月～11月）
4,016

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 島之内図書館自動扉保守点検料分担金の支出について（前期）
3,415

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　産業廃棄物（廃蛍光灯）収集運搬業務委託経費の支出について
78,750

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１月分の支出について
12,810

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金２月分の支出について
150,383

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金２月分の支出について
9,063

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１月分の支出について
144,929

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金３月分の支出について
153,190

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金３月分の支出について
14,824

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（２月分）
7,341,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立自動車文庫車運行管理業務委託経費の支出について（2月分）
564,480

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（2月分）
590,184

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館窓口等業務委託経費の支出について（2月分）
12,311,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立図書館図書等逓送業務委託経費の支出について（2月分）
2,469,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（2月分）
6,352,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西淀川図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について(2月分）
6,145,408

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（2月分）
7,140,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（2月分）
5,562,018
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１１月～２月分）の支出について
51,710

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館コピー代金（2月分）の支出について
23,899

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金７月分の支出について
79,830

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金２月分の支出について
34,629

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金１０月分の支出について
53,567

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金９月分の支出について
55,162

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金８月分の支出について
471,979

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金８月分の支出について
61,081

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金７月分の支出について
412,244

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金９月分の支出について
346,029

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金６月分の支出について
316,254

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金１１月分の支出について
55,853

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金６月分の支出について
50,031

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金１１月分の支出について
254,378

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金２月分の支出について
151,851

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金５月分の支出について
268,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館水道料金２月分の支出について
14,990

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金１０月分の支出について
306,125

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金５月分の支出について
49,858

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立淀川図書館　機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
8,505

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館　機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
7,875

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
11,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（2月分）
45,738

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館仮施設における機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
5,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（2月分）
30,625

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
11,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
8,295

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置賃貸借経費の支出について（2月分）
17,325

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備料分担金の支出について（２月分）
21,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金２月分の支出について
335,075

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金２月分の支出について
333,810

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金3月分の支出について
709

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 城東図書館ガス料金2・3月分の支出について
2,543

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金２月分の支出について
143,292

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金２月分の支出について
30,388

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　産業廃棄物（廃蛍光管）リサイクル処理業務委託経費の支出について
339,120

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理料分担金２月分の支出について
5,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館清掃料分担金の支出について（２月分）
31,353

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館機械警備料分担金の支出について（２月分）
2,898

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成25年度身体障がい者サービス事業用対面朗読サービス（１月）の協力者謝礼金の支出について
198,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 平成25年度身体障がい者サービス事業用郵送貸出用切手の購入経費の支出について
99,500

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金口座振替不能分の再支出について（３月）
6,286

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用中央図書館児童向け行事にかかる講師謝礼の支出について（２月分）
7,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 身体障がい者サービス事業用録音雑誌の購入経費の支出について（１月～３月分）
16,560

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用印刷機用インクの購入経費の支出について
60,900

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ファイルボックス外11点の購入経費の支出について
101,598

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用大阪市立図書館カードの印刷経費の支出について
1,628,550
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教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域図書館事業用業務レシート用感熱ロール紙の購入経費の支出について
283,500

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 対面朗読協力者講習会にかかる講師謝礼金の支出について（平成２６年２月分）
34,980

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用LEDスポットライトの購入経費の支出について
132,300

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 サービス事業用大阪市立図書館カレンダーの印刷経費の支出について
111,720

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（２月地域図書館）
46,950

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（２月中央図書館）
107,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 対面朗読協力者の新規募集並びに対面朗読協力者講習会の実施及び同所要経費の支出について
23,320

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成25年度身体障がい者サービス事業用対面朗読サービス（２月）の協力者謝礼金の支出について
204,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用ノートパソコン外6点の購入および同経費の支出について
98,826

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用色上質紙の購入経費の支出について
235,410

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　機械器具費 サービス事業用ノートパソコン外6点の購入および同経費の支出について
147,042

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 読書環境整備事業用「図書ボランティア講座３」にかかる講師謝礼の支出について
80,540

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用テプラカートリッジ外７点の購入経費の支出について
63,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 身体障がい者サービス事業用布絵本の購入経費の支出について
10,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外20館閲覧用地図購入経費の支出について
74,670

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について（1月分）
16,722

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌購入経費の支出について（1月分）
1,201,117

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外23館閲覧用紙芝居購入経費の支出について（２月分）
1,158,906

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外2館閲覧用雑誌購入経費の支出（12月分）にかかる口座振替不能分の再支出について
68,360

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分の２）
571,781

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外4館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
337,535

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外5館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（1月分）
354,507

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外5館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（1月分）
2,182,938

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用イタリア語図書購入経費の支出について（1月分）
192,869

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外4館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
2,078,309

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分の２）
4,201,797

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（1月分）
646,028

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（１月分）
335,668

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（１月分）
306,355

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（１月分）
271,412

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（１月分）
369,524

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語雑誌購入経費の支出について（1月分）
118,178

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（１月分）
383,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
342,230

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
259,158

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
408,722

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
1,596,162

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
2,517,425

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
2,108,315

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用データカートリッジ買入経費の支出について
152,250

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロセスカートリッジ購入経費の支出について
122,220

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用電子書籍コンテンツ購入経費の支出について（１月刊行分）
887,102

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について（1月分）
61,600

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について（2月分）
106,428

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について（2月分）
55,780

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（２月分）
2,257,500

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（２月分）
1,207,500

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（２月分）
4,129,146
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワーク事業用書誌データの購入経費の支出について（「ＢＯＯＫ」データベース更新データ）
84,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（２月分）
2,000,565

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（２月分）
299,103

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表プレミアム」使用料の支出について(平成26年2月分)
8,310

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成26年2月分)
69,620

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成26年2月分)
9,360

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経テレコン２１図書館パック」使用料の支出について(平成26年2月分)
100,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(平成26年2月分)
59,675

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ＮＩＣＨＩＧＡＩ／ＷＥＢ　ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ」使用料の支出について(平成26年2月分)
20,475

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ＪＲＳ経営情報サービス」使用料の支出について(平成26年2月分)
10,500

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」使用料の支出について(平成26年2月分)
105,840

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ＪＤｒｅａｍⅢ」使用料の支出について(平成26年2月分)
46,375

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外4館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について（2月分）
53,283

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(平成26年2月分)
15,890

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Ｌｅｘｉｓ　ＡＳ　ＯＮＥ」使用料の支出について(平成26年2月分)
42,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用静電気帯電防止剤購入経費の支出について
62,181

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワーク事業用インクタンク外５点購入経費の支出について
64,386

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分の１）
544,467

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Ｎｅｘｉｓ」使用料の支出について(平成26年2月分)
41,580

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分の１）
4,000,603

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　10月分
3,925

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　11月～12月分
7,850

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(平成26年2月分)
3,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステム事業用ネットワーク回線使用料の支出について(イーサネットVPN 平成26年2月分)
462,525

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料の支出について(利用料:ファイバーリンクlight/IP8平成26年2月分)
15,750

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌購入経費の支出について（2月分）
63,954

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用視聴覚サービス事業用映像資料購入経費の支出について（２月分）
379,214

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語雑誌購入経費の支出について（2月分）
144,395

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用ヘッドホン買入経費の支出について
205,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ使用料の支出について(平成26年2月分)
6,058

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業モデル校公開授業に係る報償金の支出について
19,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
10,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」授業評価資料作成会議に係る報償金の支出について
16,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」授業評価資料作成会議に係る報償金の支出について
15,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（生江小学校）にかかる報償金の経費支出について
19,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
10,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援（個人・グループ研究）」教員研修用ＤＶＤ作成会議に係る報償金の支出について
14,660

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（本田小）に係る報償金の支出について
22,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（昭和中）に係る報償金の支出について
18,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 英語イノベーション事業「ＴＫＴを使った英語指導力向上講座（夜間セミナー）」業務委託にかかる経費の支出について
748,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 がんばる先生支援用　デジタルビデオカメラ買入にかかる経費支出について
107,100

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「帰国・来日等の子どもの教育研修会（１）」開催にかかる講師交通費の支出について
380

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育総合支援事業にともなう印刷機用インク及びマスターの購入にかかる経費の支出について(鯰江東小学校分)
63,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,640

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,220

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,420

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,380
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,320

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼経費の支出について
19,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,320

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「大阪市の教師をめざして」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業にかかる出張旅費の支出について（追加分）
29,640

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」研修会に係る報償金の支出について
25,620

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 人権教育教材整備にかかる複合機等の買入経費支出について
33,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,852

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センター事務用品の購入経費支出について
55,192

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,002

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
939,330

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
370,818

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
108,486

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(1月分)
43,470

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「養護教諭・養護職員課題別研修会（６）」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,060

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（住吉小）校内研修会にかかる報償金の支出について
17,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 研究指定園研修事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,620

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教師養成講座にかかる消耗品（レバー式Ｄリングファイル）購入にともなう経費の支出について
61,766

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校教育ＩＣＴ活用事業　教材提示装置（モバイル型書画カメラ）買入にかかる経費支出について
661,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市道徳教育推進委員会の外部委員(大阪市PTA協議会役員)出席 にかかる経費の支出について(大阪市立真田山小学校)
10,540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育総合支援事業」にかかる講師謝礼等経費の支出について（鯰江東小学校）
24,940

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市道徳教育推進委員会の外部委員(大阪市PTA協議会役員)出席 にかかる経費の支出について(大阪市立真田山小学校)
10,540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用図書室用雑誌(２月分)買入にかかる経費の支出について
15,967

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 道徳教育総合支援事業にかかる研究発表用紀要印刷にかかる経費の支出について（鯰江東小学校分）
36,267

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 大阪市教師養成講座のポスター及びリーフレット印刷にかかる経費の支出について
144,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業研修会（中教研　保健養護部）にかかる報償金の経費支出について
720

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（鶴町小）校内研修会にかかる報償金の支出について
22,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座用外ＯＡ賞状用紙購入にかかる経費支出について
4,840

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（２月分）の支出について
41,382

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究事業用コピー代金（２月分）の支出について
2,750

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座用外ＯＡ賞状用紙購入にかかる経費支出について
7,260

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について(2月分)
177,450

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる経費支出について(2月分)
34,062

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費支出について(2月分)
129,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費支出について(2月分)
169,470

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費支出について(2月分)
211,155

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費支出について（長期継続）(2月分)
7,577,989

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（高速同軸通信方式）（東・西・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
544,152

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
141,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
1,121,526

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（北ブロック）（その２）(2月分)
1,848,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
2,202,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
2,305,695

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（南ブロック）（その２）(2月分)
1,837,500
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,457,726

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
704,655

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
718,187

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる支出について(2月分)
303,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（東ブロック）（その２）(2月分)
2,058,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費支出について(2月分)
78,750

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（西ブロック）（その２）(2月分)
1,827,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,929,123

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
2,202,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
2,333,772

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内LANサーバ及び校内LAN（PLC）機器一式借入再リースにかかる経費支出について(2月分)
1,050

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,731,366

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,763,874

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
813,557

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内LANサーバ及び校内LAN（無線）機器一式借入再リースにかかる経費支出について(2月分)
10,730

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(2月分)
522,553

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
831,291

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,852,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,918,350

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
444,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
262,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（高速同軸通信方式）（東・西・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
86,268

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費支出について（長期継続）(2月分)
4,374,497

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
934,920

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,731,366

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
78,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,716,624

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,029,420

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
929,044

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,683,984

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる支出について(2月分)
112,840

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,021,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(2月分)
229,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（南ブロック）（その２）(2月分)
1,509,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（西ブロック）（その２）(2月分)
1,272,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（東ブロック）（その２）(2月分)
802,462

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内LANサーバ及び校内LAN（無線）機器一式借入再リースにかかる経費支出について(2月分)
2,682

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費支出について(2月分)
131,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内LANサーバ及び校内LAN（PLC）機器一式借入再リースにかかる経費支出について(2月分)
525

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
93,618

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
1,517,578

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（北ブロック）（その２）(2月分)
1,042,650

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
73,899

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
30,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
113,904

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について(2月分)
4,893,819

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(2月分)
33,543

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
197,400
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
20,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
31,395

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（高速同軸通信方式）（東・西・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
3,318

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(2月分)
17,654

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
66,129

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
104,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について(2月分)
51,019

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（その２）(2月分)
350,805

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 増学級に伴うＬＡＮ構築業務委託にかかる経費支出について（真田山小学校）
111,247

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 増学級に伴うＬＡＮ構築業務委託にかかる経費支出について（玉造小学校）
111,247

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎改築に伴う旧校舎の機器撤去及び新校舎のＬＡＮ構築業務委託にかかる経費支出について（三軒家東小学校）
109,410

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器の排水漏水にかかる緊急補修の経費支出について
178,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）の実施及び同経費支出について（２月分）
317,919

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「養護教諭・養護職員研修会（２）」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
14,660

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「栄養教諭・学校栄養職員課題別研修会（３）」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,580

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 建築基準法第12条に基づく建築物・建築設備定期点検の業務委託にかかる経費支出について
220,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」（個人・グループ研究）実施選定・検討会議（事前意見交換）に係る報償金の支出について
10,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」（個人・グループ研究）実施選定・検討会議（事前意見交換）に係る報償金の支出について
12,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援（個人・グループ研究）」教員研修用ＤＶＤ作成会議に係る報償金の支出について
11,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年2月分)の支出について
4,220

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年2月分)の支出について
14,230

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年2月分)の支出について
4,420

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年2月分)の支出について
50,670

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年2月分)の支出について
71,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 道徳教育総合支援事業にかかる旅費の支出について
56,840

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費(平成26年2月分)の支出について
5,310

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（2月分）
351,015

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
939,330

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器２回目再リースにかかる経費の支出について(2月分)
16,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器２回目再リースにかかる経費の支出について(2月分)
9,828

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器２回目再リースにかかる経費の支出について(2月分)
60,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
370,818

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（2月分）
282,513

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器２回目再リースにかかる経費の支出について(2月分)
3,276

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器２回目再リースにかかる経費の支出について(2月分)
16,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器２回目再リースにかかる経費の支出について(2月分)
15,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(北ブロック)ユビキタス機器２回目再リースにかかる経費の支出について(2月分)
14,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
108,486

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（2月分）
62,622

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について(2月分)
43,470

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（2月分）
26,838

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器２回目再リースにかかる経費の支出について(2月分)
3,276

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業にかかる管外出張旅費の支出について（２月分）
154,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業にかかる出張旅費の支出について（２月分）
13,340

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援」による公開研究会（日野市立平山小学校）の参観にかかる経費支出について
28,780

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援」による公開研究会（日野市立平山小学校）の参観にかかる経費支出について
28,780

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 がんばる先生支援用　タブレット用アプリケーション（Ｐａｇｅｓ）外１３点　買入にかかる経費支出について
74,025

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 がんばる先生支援用　タブレット用アプリケーション（Ｐａｇｅｓ）外１３点　買入にかかる経費支出について
59,115
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「平成２５年度道徳教育推進会議」への出席にかかる経費支出について
28,100

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 確かな学力の育成に係る実践的調査研究連絡協議会への出席にかかる経費支出について
28,100

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（２月分）の支出について
6,093

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　庁用器具費 電動ステープラー購入にかかる経費の支出について
93,702

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用外　クラフト封筒（角形２号）外９点の買入にかかる経費支出について
28,140

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校特別支援学級・特別支援学校生徒作品展開催にかかる展示品の運搬業務委託の経費支出について
98,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（関目東小）校内研修会にかかる報償金の支出について
15,190

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座特別講座開催にかかる経費の支出について
11,460

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,100

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,140

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,920

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,740

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,580

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼経費の支出について
18,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,820

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　閉講式にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,020

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について(2月分)
7,690

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について(2月分)
24,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について(2月分)
2,350

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について(2月分)
41,870

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について(2月分)
64,760

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 家庭科研修用ミシン及びアイロン購入にかかる経費の支出について
103,530

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」（個人・グループ研究）実施選定・検討会議（事前意見交換）に係る報償金の支出について
12,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」授業評価資料作成会議に係る報償金の支出について
15,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」授業評価資料作成会議に係る報償金の支出について
16,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「食物アレルギー・アナフィラキシー対応に関する中学校長研修会」にかかる講師謝礼等経費の支出について
14,660

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 データ保存用外付けハードディスク購入にかかる経費の支出について
48,195

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 ガス小型瞬間湯沸器（付帯工事含む）の購入経費支出について
73,752

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用「教育PRO」（平成２５年度分）の購読にかかる経費の支出について
28,350

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（庁内プリンタ及びＦＡＸ用）購入にかかる経費の支出について
79,485

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 人権教育推進事業用「解放共闘・大阪」（平成２５年度分）の購読にかかる経費支出について
1,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用「教育学研究」（平成２５年度分）の講読にかかる経費支出について
10,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 道徳教育総合支援事業にかかる研究発表用紀要印刷にかかる経費の支出について（大和川中学校分）
146,475

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修推進事業用・人権教育研究事業用　であい（平成２５年度分）購読にかかる経費支出について
7,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用「週刊教育資料」（平成２５年度分）の購読及び経費支出について
41,580

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用「日本教育新聞」（平成２５年度分）の購読及び経費支出について
31,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教職員地域研修推進事業用・人権教育研究事業用　であい（平成２５年度分）購読にかかる経費支出について
1,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 人権教育推進事業用「解放新聞」（平成２５年度分）の購読及び経費支出について
11,520

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センター研究研修事業用図書買入にかかる経費の支出について
196,523

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 「新任教員研修会要項」印刷にかかる経費の支出について
94,815

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　備品修繕料 印刷機の緊急修理にかかる経費支出について
70,350

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について(2月分)
837,375

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 情報教育用電話代にかかる経費支出について(2月分)
1,122,660

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 情報教育用電話代にかかる経費支出について(2月分)
498,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 情報教育用電話代にかかる経費支出について(2月分)
71,820
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 情報教育用電話代にかかる経費支出について(2月分)
37,800

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２５年度大阪市奨学費（学習資金第３回）の支出について
31,476,705

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,574

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 管理用学校経営管理センター保存文書運搬業務にかかる経費の支出について
42,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入及び同経費の支出について（２月分）
22,050

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費　２月２８日払における口座振替不能）の再支給について
10,308

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　２月２８日払における口座振替不能）の再支給について
10,191

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費　２月２８日払における口座振替不能）の再支給について
55,050

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　２月２８日払における口座振替不能）の再支給について
4,500

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託及び同経費の支出について（２月分）
56,700

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム用サーバ装置等　長期借入について（平成２６年２月分）
48,300

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（２月分）
13,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 庁内プリンター用リサイクルドラムトナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
77,700

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（２月分）
3,772

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（２月分）
1,218,362

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事務管理用学校経営管理センター事務所の賃借及び同経費の支出について（３月分）
5,309,731

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　３月２４日払）の支給について
6,389,390

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　３月２４日払）の支給について
147,890,837

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 中学校夜間学級就学援助費（３月２４日払い）の支出について
480,607

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　３月２４日払）の支給について
16,452,427

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　３月２４日払）の支給について
2,443,786

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ２月分）
14,700

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（２月分）
77,100

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（２月分）
5,639

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（２月分）
42,152

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ２月分）
244,650

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（２月分）
184,633

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（２月分）
15,730

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（２月分）
84,070

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２５年度大阪市奨学費（学習資金第３回）の支出について（再支出１）
9,827

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２５年度大阪市奨学費（学習資金第３回追加分）の支出について
9,960

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 高校授業料・学校給食費未納対策用　窓付き封筒作成経費の支出について
79,500

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用資料　大阪府公立中学校教育研究会機関誌「中学の広場」の購入経費の支出について
130,000

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金収納代行業務委託にかかる支出について（２月分）
5,670

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 学校徴収金システム等に係る口座振替用フロッピーディスク他の配送業務の委託にかかる支出について（２月分）
17,430

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム等に係る口座振替用フロッピーディスク他の配送業務の委託にかかる支出について（２月分）
26,145

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（２月分）
36,569,497

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（２月分）
72,968,746

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（２月分）
17,658,888

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（２月分）
8,779,631

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（２月分）
2,955,156

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（２月分）
5,747,891

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（２月分）
2,819,958

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（２月分）
1,413,945

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食費用預金口座振替依頼書にかかる支出について
239,154

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（廃乾電池）運搬業務委託経費の支出について（単価契約）
52,259

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（廃乾電池）運搬業務委託経費の支出について（単価契約）
22,522
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教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（廃乾電池）運搬業務委託経費の支出について（単価契約）
3,343

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（廃乾電池）運搬業務委託経費の支出について（単価契約）
1,760

教育委員会事務局 学務担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金等の経費支出について（２月分）
130,940

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 市費負担教員の失業者の退職手当について（２月分）
119,490

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 市費教職員の退職手当の支出について
21,368,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２６年３月分　給与の支出について
16,302,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２６年３月分　給与の支出について
101,045,772

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年３月分　給与の支出について
1,201,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年３月分　給与の支出について
13,824,004

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年３月分　給与の支出について
3,264,865

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
32,621

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年３月分　給与の支出について
178,378

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年３月分　給与の支出について
2,920,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年３月分　給与の支出について
788,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分　報酬の支出について
6,827,628

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年３月分　アルバイト賃金の支出について
245,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分　報酬の支出について
393,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分　報酬の支出について
22,786,587

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分　報酬の支出について
29,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年３月分　給与の支出について
340,564,294

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年３月分　給与の支出について
27,192,580

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年３月分　給与の支出について
13,279,810

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年３月分　給与の支出について
58,598,790

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２６年３月分　給与の支出について
226,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
139,676

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年３月分　給与の支出について
3,679,855

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年３月分　給与の支出について
7,451,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年３月分　給与の支出について
380,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
37,818

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（３月分）の支出について
8,574

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分　報酬の支出について
3,473,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（２月分）
25,444,595

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年３月分　アルバイト賃金の支出について
7,400,665

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年３月分　給与の支出について
86,748,051

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年３月分　給与の支出について
34,939,254

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年３月分　給与の支出について
4,579,550

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年３月分　給与の支出について
17,970,035

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２６年３月分　給与の支出について
231,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年３月分　給与の支出について
42,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
2,792,690

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年３月分　給与の支出について
494,110

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
1,258,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年３月分　給与の支出について
3,000,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年３月分　給与の支出について
491,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
36,326

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分　報酬の支出について
190,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年３月分　アルバイト賃金の支出について
4,736,097

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（２月分）
7,199,935
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年３月分　給与の支出について
50,761,992

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年３月分　給与の支出について
458,481,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年３月分　給与の支出について
15,367,275

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年３月分　給与の支出について
59,439,761

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年３月分　給与の支出について
3,046,745

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
2,502,216

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年３月分　給与の支出について
303,547

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２６年３月分　給与の支出について
5,590,941

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２６年３月分　給与の支出について
3,862,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
4,314,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年３月分　給与の支出について
6,584,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年３月分　給与の支出について
7,387,812

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
211,306

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分　報酬の支出について
18,273,034

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年３月分　アルバイト賃金の支出について
902,660

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年３月分　給与の支出について
17,978,599

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年３月分　給与の支出について
18,868,025

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年３月分　給与の支出について
944,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年３月分　給与の支出について
4,937,251

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
69,654

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年３月分　給与の支出について
156,193

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年３月分　給与の支出について
24,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年３月分　給与の支出について
816,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年３月分　給与の支出について
281,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分　報酬の支出について
255,940

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年３月分　アルバイト賃金の支出について
974,394

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（2月分）
176,876

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託に係る経費の支出について（2月分）
26,805

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（2月分）
509,615

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度校園ネットワーク業務システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（2月分）
26,040

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（2月分）
1,403,017

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託に係る経費の支出について（2月分）
739,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託に係る経費の支出について（2月分）
70,041,413

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託に係る経費の支出について（2月分）
1,627,890

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）に係る経費の支出について(2月分）
161,448

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム（旧学校財務会計システム）用サーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（2月分）
1,725,780

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（2月分）
1,932

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（2月分）
150,780

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）に係る経費の支出について(2月分）
46,830

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）に係る経費の支出について(2月分）
174,132

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託に係る経費の支出について（2月分）
1,144,518

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（2月分）
145,404

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入に係る経費の支出について（2月分）
32,886

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（2月分）
334,635

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（2月分）
13,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入に係る経費の支出について（2月分）
984,102

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（2月分）
232,050

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（2月分）
4,042,366
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（2月分）
614,565

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（2月分）
872,865

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）に係る経費の支出について(2月分）
587,748

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）に係る経費の支出について(2月分）
150,927

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム（旧学校財務会計システム）用サーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（2月分）
6,466,614

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）に係る経費の支出について(2月分）
475,881

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）2月分
183,451

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）2月分
538,408

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）2月分
189,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）2月分
472,433

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）2月分
198,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）2月分
2,614,953

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）2月分
2,375,206

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）2月分
2,780,502

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）2月分
2,194,074

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）2月分
1,994,545

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）2月分
118,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）2月分
308,574

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）2月分
104,608

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）2月分
299,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）2月分
113,259

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）2月分
1,468,218

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）2月分
1,688,052

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）2月分
1,507,484

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）2月分
1,143,118

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）2月分
1,310,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）2月分
162,453

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）2月分
1,507,207

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）2月分
158,847

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）2月分
1,473,743

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
223,020

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 ＵＰＳ交換用バッテリキットの購入及び同経費の支出について
120,645

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料にかかる経費の支出について（2月分）
54,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用グループセキュリティ使用料の支出について
1,470

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用に係る通信回線料の支出について（2月分）
89,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 接続回線料に係る経費の支出について（2月分）
485,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用グループセキュリティ使用料の支出について
797

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係る利用料金の支出について（２月分）
10,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託の経費支出について（2月分）
249,603

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 広域災害に備えた給与支給情報のデータ管理用磁気ファイルの保管および集配業務の経費支出について（２月分）
2,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入に係る経費の支出について（一期調達）2月分
205,758

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入に係る経費の支出について（二期調達）2月分
8,988

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 接続回線料に係る経費の支出について（2月分）
716,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
1,145,340

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
495,180

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
75,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
37,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
18,591,101
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
4,736,038

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
1,279,437

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 市費教員の退職手当の支出について
21,043,856

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
2,922,687

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
69,274,163

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
7,126,023

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
250,132

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
63,075

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
18,209,419

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
6,258,740

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
27,579

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
598,397

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
93,350,460

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
10,789,874

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
458,099

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
81,494

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
6,139,166

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
1,323,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
26,127

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
40,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 板ダンボール、いろがみ他の購入の支出について
43,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 油性ペン外購入の支出について
88,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 化成肥料他購入の支出について
25,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
4,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」研修会にかかる講師謝礼金の支出について
21,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 吹奏楽部指導講師謝礼金の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末用スタンド他の購入経費の支出について
51,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ用バッテリー　外　購入の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 カラープリンター　外　購入の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 聴覚障がい者理解講演にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習４・６年にかかる講師謝礼金の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 聴覚障がい者理解講演にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数科授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス外９点　購入の支出について
85,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小倉百人一首　外　購入の支出について
76,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 職員室レーザープリンター用トナーの購入の支出について
122,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャネットシート　購入の支出について
26,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
45,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小一教育技術（４月～３月）外　購読料の支出について
67,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊かがくのとも（４～２月分）購読外の支出について
15,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体手洗いせっけん購入の支出について
5,712
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
353,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
13,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムスティック外１２点　購入の支出について
25,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由箒用スペア購入の支出について
60,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングタイマー購入の支出について
35,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋外購入の支出について
61,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートッリジ外購入の支出について
34,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「はじめての草木あそび」　外　購入の支出について
186,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小型レーザーファックス外購入の支出について
44,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リヤカー　外購入の支出について
52,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液他購入の支出について
22,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　外（集約物品）購入の支出について
685,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス戸保管庫　購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　他　購入の支出について
148,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食調理用器具外購入の支出について
24,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ外の購入の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアクリーナー替シート購入の支出について
10,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニサッカーゴール外購入の支出について
219,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用ビッグターナー　外　購入の支出について
77,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツリバーシほか購入の支出について
23,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管・外　購入の支出について
76,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
98,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 米飯用バット購入の支出について
128,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオコード　外　購入の支出について
6,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 看板　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札他製造の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １年生国語教科書　上　外購入の支出について
26,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品代購入の支出について
36,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あき包丁外購入の支出について
99,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂塗料　外の購入の支出について
92,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札カバー購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画版外購入の支出について
72,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布団干し外３点　購入の支出について
59,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙他購入の支出について
119,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール他購入の支出について
59,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合唱曲ＣＤ　外購入の支出について
37,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロペラ外購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語　三上　わかば　学習指導書　外購入の支出について
74,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝購入の支出について
52,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードシール外購入の支出について
90,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ他購入の支出について
115,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さくらそう苗外購入の支出について
54,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年２組ガス栓補修工事の支出について
6,919
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン修繕工事の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取り換え工事の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
104,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関鉄扉補修工事の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓修繕の支出について
9,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏電工事の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年２組教室後出入口戸硝子破損入替工事の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 高圧洗浄機用トルネードガン修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ修理の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤外線ヒーター修理の支出について
77,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
27,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥機修理の支出について
53,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫　修理の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 本校給食室用回転釜修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　低温冷蔵庫　点検調査の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
83,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜点火不良修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機　修理の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 情報体験学習にかかる参加児童交通費３／４の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機刃とぎの支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への児童生徒名等の揮毫の支出について
6,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
9,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
13,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
45,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞「弦楽オーケストラ」公演業務委託の支出について
260,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「ドーナツ池のひみつ」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 汚泥処理業務委託の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足入場料（３月３日）の支出について
238,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミニサッカーゴール外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 合成樹脂塗料　外の購入の支出について
51,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 リヤカー　外購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＦＭ送信機　購入の支出について
117,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレス教材提示装置　購入の支出について
195,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ドラムスティック外１２点　購入の支出について
244,839
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
73,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ぶす」外購入の支出について
29,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「はじめての草木あそび」　外　購入の支出について
50,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板ふきクリーナー外の購入の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャナー購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド砂場用砂　購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
144,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネジくぎ　外購入の支出について
29,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯　外の購入の支出について
108,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用インクカートリッジ外の購入の支出について
35,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育科サッカーボール外購入の支出について
142,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アンパイヤマスク　外　購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科　指導用ＣＤの購入の支出について
99,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジッパー付ポリ袋他購入の支出について
34,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用塩酸外購入の支出について
99,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液ほか購入の支出について
10,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術科金のこ刃外購入の支出について
70,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
38,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 下足室外ガラス補修工事の支出について
64,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室空調設備点検・修理の支出について
78,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井補修工事の支出について
52,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機ＲＺ６３０修理の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室プリンター　修理の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 キャリア教育礼状送付に伴う郵便切手購入の支出について
1,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
42,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
47,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年人権総合学習（３／４）参加生徒分入場料の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動刃物研ぎ機購入の支出について
79,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「終戦のエンペラー」外購入の支出について
82,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「新明解　国語辞典」外の購入の支出について
352,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「青空のむこう」　外　購入の支出について
224,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリントカートリッジ　他の購入の支出について
48,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックス機購入の支出について
44,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 亜鉛板外購入の支出について
15,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ袋購入の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度生徒証印刷の支出について
12,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳・カバー購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 切削油の購入の支出について
32,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 前期入学選抜実技検査用ラインテープ購入の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用ロール紙他購入の支出について
66,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 地学用「地形図」外購入の支出について
37,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし他調理実習用消耗品購入の支出について
59,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 差込型電線　他の購入の支出について
22,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン用ソフト「ウイルスバスター」購入の支出について
46,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校内ネットワークセキュリティーソフトの購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボード外の購入の支出について
31,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 木製プランター外購入の支出について
45,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 物理実験用「スライドフレーム」購入の支出について
15,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ウイルスセキュリティソフトの購入の支出について
45,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接練習用鋼材購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５号館４階社会科教室ガス漏れ修理の支出について
6,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２～３号館１階渡り廊下外スイッチ補修工事の支出について
72,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン（校長室・事務室）の修理の支出について
67,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
9,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
53,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
36,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 高木剪定業務委託の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「風立ちぬ」外購入の支出について
83,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 社会適応スキル検査　他　購入の支出について
180,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具　取替の支出について
14,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 休養更衣室　照明スイッチ補修工事の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室　ガス栓　取替工事の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 重量シャッター作動点検・修理の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ガスコックプレート取替修理の支出について
3,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上給排水制御盤　修繕工事の支出について
6,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 フライヤー修理の支出について
90,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子ピアノ購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グレーチング　購入の支出について
43,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーキ　購入の支出について
13,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 時刻・時間説明マグネットシート購入の支出について
12,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゴールインテープ　外購入の支出について
26,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除用具ロッカー　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダー　購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 方眼黒板　購入の支出について
58,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 運動場芝生用目土の購入の支出について
18,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　購入の支出について
17,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デスクマットの購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館４階西側女子便所扉ガラス取替補修の支出について
7,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 藤棚改修工事の支出について
338,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 身障用便所ＦＶ漏水修理の支出について
49,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館１階トイレ排水詰り補修工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 天吊金具取付補修工事の支出について
123,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東門・給食通用門の補修工事の支出について
127,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
276,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂天井ボード補修工事の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上出入口改造工事の支出について
86,625
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備　配線等補修工事の支出について
318,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プロジェクター・アクセスポイント設置工事の支出について
819,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館扉補修工事の支出について
34,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
5,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館女子トイレ通管清掃外補修工事の支出について
237,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 縦樋取替及び塗装工事の支出について
462,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール循環ろ過装置取替工事の支出について
152,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門床タイル補修工事外の支出について
393,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ロングマット　他　購入の支出について
304,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スネアドラム外一点の購入の支出について
24,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポインセチア鉢外の購入の支出について
17,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
43,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 非常用カンパン　外７点　　購入の支出について
18,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い用泡せっけん外３件の購入の支出について
10,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名印　等購入の支出について
44,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 照明器具取替え工事の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 木琴修理の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫業務にかかる筆耕翻訳料の支出について
7,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
4,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼金・交通費の支出について
19,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼金・交通費の支出について
19,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼金・交通費の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生」授業研究研修会に係る講師謝礼の支出について
19,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼金・交通費の支出について
19,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 イヤーマフ　外　購入の支出について
77,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 録音機外購入の支出について
48,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷用紙他　購入の支出について
18,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国特別活動研究会資料購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
74,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 リア透過フィルム　９０インチ　購入の支出について
68,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昆虫教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化（お茶、お花）体験にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習にかかる講師謝礼（１／２８）の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 陶芸教室にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合的な学習（いのちの授業）講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族楽器舞踊の指導にかかる講師謝礼（２／７）の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族楽器舞踊の指導にかかる講師謝礼（２／７）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化（お茶、お花）体験にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 介助犬体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 陶芸教室にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育６年授業実践にかかる民族講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 介助犬体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 陶芸教室にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 陶芸教室にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の生活文化（講話）講師謝礼（２／７）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,450
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい学習（書に親しむ）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転コート掛　購入の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札外購入の支出について
78,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 足拭きマット購入の支出について
130,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１分）　　　　　　　　　　の支出について
650,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗剤外購入の支出について
46,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 薬用石鹸液　外　購入の支出について
37,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙Ａ４　外　購入の支出について
75,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
496,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス製タワシ　外購入の支出について
18,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸カルシウム購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康りてらしぃ（４～３月分）購読料の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックケース　購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「例解学習国語辞典」購入の支出について
46,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　購入の支出について
41,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダンボールシート他文具の購入の支出について
23,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニヤ板他購入の支出について
65,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステレオアンプ　購入の支出について
34,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,827,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新２年生用氏名名札購入の支出について
31,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エディシスマスター　購入の支出について
99,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用インクカートリッジ購入の支出について
3,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロン袋外購入の支出について
61,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋸替刃　外購入の支出について
13,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシンの購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 側溝用フタ購入の支出について
111,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
49,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
67,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリカ波板他購入の支出について
93,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗外購入の支出について
38,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
190,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外１点購入の支出について
93,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高枝切鋏　外　購入の支出について
24,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 首かけクリップボード探検バッグ他購入の支出について
36,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム外９点購入の支出について
58,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外購入の支出について
162,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯外の購入の支出について
48,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 桜名札　外購入の支出について
54,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　購入の支出について
2,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外　購入の支出について
31,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー購入の支出について
56,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックラック　購入の支出について
153,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ購入の支出について
57,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプいす購入の支出について
376,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルカセットデッキ購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面太鼓用ケジャ購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用ワックス・カーテン　購入の支出について
55,755
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集気びんのふた外購入の支出について
64,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイント式平均台外購入の支出について
66,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー輪切刃購入の支出について
15,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水拭きモップ外購入の支出について
56,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　購入の支出について
28,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土の購入の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　他購入の支出について
39,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブルの購入の支出について
154,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
65,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　購入の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
33,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室換気扇設置工事の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤外線ヒーター部品取替修理の支出について
72,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
155,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン外修理の支出について
47,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 野菜裁断機細切り刃取替の支出について
25,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
42,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン　外　修理の支出について
91,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
29,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋上出入口引き戸修理工事の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤＭＤラジカセ修理の支出について
72,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼物機修理の支出について
15,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　牛乳保冷庫修理の支出について
74,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス修理の支出について
9,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
53,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガス釜ガス管補修の支出について
5,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
7,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボックスホーン　外　修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル　収集運搬料、回収料金の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
8,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル　収集運搬料、回収料金の支出について
2,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
15,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の請負の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,114
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
28,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木伐採・剪定等作業　業務委託の支出について
417,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務請負の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会ウインドアンサンブル奏公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学付添教職員入場料（３／５）の支出について
600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 歩行用草刈機購入の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ポプラディア新訂版」外購入の支出について
370,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おへんじください」他の購入の支出について
392,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小学館例解学習国語辞典」外　購入の支出について
151,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「一期一会」外購入の支出について
259,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔界屋リリー」外購入の支出について
63,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おはなしだいすき」外購入の支出について
191,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「学習漫画　日本の歴史」外購入の支出について
75,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「わくわくする日本の地図」外購入の支出について
347,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「カラー版ナルシア国物語」他図書室用図書　購入の支出について
71,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「滝平二郎の絵本」ほか購入の支出について
148,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードスキャナ　外購入の支出について
99,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習用　花の苗購入（３／４）の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メンズシューズ外購入の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シートレンズ外購入の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 強力ニッパー外購入の支出について
20,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングボール（卓球用）　外購入の支出について
30,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１分）　　　　　　　　　　の支出について
366,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エアダスター　他　購入の支出について
45,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
284,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンボ画用紙外購入の支出について
57,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 肥料外購入の支出について
13,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語教材　購入の支出について
29,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外購入の支出について
94,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
195,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト外購入の支出について
28,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チューナー外購入の支出について
42,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プチェ（扇）の購入の支出について
28,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾　外　購入の支出について
9,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブル外購入の支出について
180,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
485,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジーニアス和英辞典購入の支出について
129,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性カラーマジック　他　購入の支出について
36,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 送風機　購入の支出について
28,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性つやだしニス外購入の支出について
23,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン改修工事の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理及び部品交換の支出について
50,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンター　修理の支出について
17,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
72,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
24,885
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室テレビ吊り下げポール交換の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（３／４）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 連合作品展物品の搬送にかかる支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
28,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書筆耕料の支出について
39,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
24,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
36,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 車いす体験学習に関わる賠償責任保険料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 山田琴外レンタル料の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 レンタル携帯の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「美しい町　上」外の購入の支出について
185,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ジュニアトレーナー育成講座講師料の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 福祉ボランティア科特別非常勤講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバムの購入の支出について
40,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳外の制作経費の支出について
68,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバムの購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックフィルム他購入の支出について
78,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット他購入の支出について
83,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋他購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ナンバーリング　他の購入の支出について
27,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ外の購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックコートフィルム外　購入の支出について
31,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 硬式テニスネット　購入の支出について
25,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤソフト購入の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバムの購入の支出について
13,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケーブルの購入の支出について
24,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
321,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
211,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 誘導灯バッテリー購入の支出について
210,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 乳酸測定シート他購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１分）　　　　　　　　　　の支出について
21,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
62,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
34,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上テニスコート補修工事の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 セミナー棟階段手摺取付工事の支出について
87,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 蛍光灯取替修理の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 高架水槽蓋修繕の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 天井埋込型蛍光灯修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
25,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
26,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＡＥＤ外の購入の支出について
268,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
303,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「クラウド」　他の購入の支出について
48,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
19,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 体重計　外購入の支出について
54,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
157,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 食器保存容器外購入の支出について
90,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽土外の購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１分）　　　　　　　　　　の支出について
77,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
77,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館２Ｆ男子トイレ　入口ドアガラス補修の支出について
12,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 温室　ガラス補修工事の支出について
22,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 小学部４年教室　ガスファンヒーター修理の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 替刃式刈込鋏　購入の支出について
10,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教材ＤＶＤソフト外購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 障害物ネット　外の購入の支出について
20,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 透明プラケース購入の支出について
6,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 身長計　外購入の支出について
50,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拍子木外１点の購入の支出について
12,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ外購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 細断機購入の支出について
22,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 事務処理用物品「はさみ」他の購入の支出について
9,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
4,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 なわとびの購入の支出について
15,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 包丁とぎ器　外　購入の支出について
63,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室ガラス取替工事の支出について
10,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ホワイトボード購入の支出について
53,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ソフトバレーボール外購入の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 樹脂ワックスの購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月分～３月分）購読料の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
91,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊学習かんがえる（４月分～３月分）購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 Ｖベルト（ヤンマーＧＨＰ修理部品）購入の支出について
3,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊学研みみちゃん絵本（５月～３月分）の購入の支出について
3,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　購入の支出について
12,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊　「健」（４月分～３月分）購読料の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸外の購入の支出について
88,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊学研かんきょう絵本（４月～３月分）購入の支出について
4,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　ぷちワンダー（４月分～３月分）購入の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
48,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
12,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「授業研究講座」講師謝礼の支出について
15,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 全国小学校国語教育研究大会資料集の印刷の支出について
190,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「おおきなかぶ」外購入の支出について
253,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン教室プリンター用トナーカートリッジ購入の支出について
96,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
43,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿布の購入の支出について
48,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌ピコロ（４月～３月分）購読の支出について
12,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター　外購入の支出について
15,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ他購入の支出について
51,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
261,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙８切外購入の支出について
96,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻・作成等による児童名札の製造の支出について
51,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「みんなのねがい」　ほかの購入の支出について
16,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンべニヤ外の購入の支出について
27,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室（４月～３月分）購入の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック　外　購入の支出について
66,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる用土・肥料代（３／６）の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,118,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスコック取替修理の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 既存複合遊具修繕の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子オルガン修理の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室浴室乾燥機修理の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　消毒保管機の修理の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫　修理の支出について
51,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（リコーＢ４１１）総点検修理の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
20,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ガス湯沸器移設及び引取り手数料の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律請負の支出について
17,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
7,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
33,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
48,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓の清掃の支出について
62,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パソコン充電保管庫　購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「せんをたどって」外購入の支出について
75,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まんがことわざ辞典」　購入の支出について
40,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小学生まんが四字熟語辞典」外購入の支出について
178,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育推進事業実施にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育推進事業実施にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育推進事業実施にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン　購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上用まんじゅう購入（３／６、３／７）の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ他購入の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーロープ外　購入の支出について
124,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
623,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「とってもやさしい数学中１」　外購入の支出について
58,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札製造の支出について
14,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネット用マウスピース　他　購入の支出について
26,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー　購入の支出について
26,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰他購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ柄ショベルほか購入の支出について
75,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸し器購入の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素ガス　外　購入の支出について
115,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
342,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館前玄関　ＡＥＤ用コンセント工事の支出について
18,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階廊下天井板　補修工事の支出について
82,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室照明器具の修理の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類　郵送（３月５日）の支出について
7,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（３／５）の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路用（個人報告書）送付に伴う郵便切手購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
127,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
113,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
113,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アプリケーションソフトの購入の支出について
26,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
96,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 健康カード印刷の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒証の印刷外の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジ購入の支出について
72,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
13,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 生徒証の印刷外の支出について
6,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
71,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
32,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
45,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
120,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 校長経営戦略予算による花の土外の購入（３／５）の支出について
30,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　Ｓ４５Ｃ丸鋼　他の購入の支出について
54,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
32,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室側溝補修工事の支出について
93,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備補修の支出について
227,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ドア扉開閉不具合補修の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 縦樋補修工事の支出について
274,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス破損入替補修の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ガラス入換の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関インターホン補修工事の支出について
103,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 新館１階窓下漏水補修工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取り替え工事の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室引違扉鍵補修工事の支出について
20,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プロジェクター天井吊設置工事の支出について
297,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １－４組ガラス入替工事の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小便器補修工事の支出について
26,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス取替補修工事の支出について
33,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 天井漏水補修の支出について
136,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂床補修外　工事の支出について
286,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室ボイラー取替　ガス設備工事の支出について
124,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 知的障害部門棟ガス栓追加工事の支出について
539,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊ちいさなかがくのとも（４～３月号）外購読料の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
5,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 上質紙購入の支出について
10,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 樹木の植え付け（桜）の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 給水パイプ水漏れ補修工事の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 玄関インターホンスピーカー修理の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への幼児名等の揮亳の支出について
17,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕の支出について
4,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への幼児名などの揮毫の支出について
8,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ソフト「マークシート読取君３」外購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソゴ（大）購入の支出について
45,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 暖房機器部品　購入の支出について
87,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読料４～３月の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス刷毛外９件購入の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援指導用資料　外購入の支出について
7,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外　購入の支出について
92,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁購入の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
124,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
50,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱他購入の支出について
51,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校放送（１～３学期）他購入の支出について
17,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外購入の支出について
30,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４月～３月分）購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板
58,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
67,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
73,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４月～３月分）購入の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマ購入の支出について
89,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ用平机　外（仕様書）購入の支出について
654,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ８つ切画用紙　外　購入の支出について
82,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　他購入の支出について
36,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外購入の支出について
68,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白玉ほか購入の支出について
10,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フォニックス・ピクチャーカード　外購入の支出について
96,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 車いす外購入の支出について
74,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット式スクリーン購入の支出について
16,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外購入の支出について
24,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
29,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
603,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シロボックス　バス購入の支出について
65,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉　購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お菓子作りに伴う材料「さつまいも」外購入の支出について
10,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
347,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌食育フォーラム（４月～３月分）他購入の支出について
25,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ（ソーラー式）　の購入の支出について
8,925
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外購入の支出について
89,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エディシス印刷機マスター　購入の支出について
113,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典購入の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　外購入の支出について
62,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習にかかる実習材料購入（３／６）の支出について
11,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水質検査試験紙外購入の支出について
114,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 来客用茶葉購入（３／６）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学園扉補修工事の支出について
25,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂出入口鉄製扉網入り透明ガラス破損補修の支出について
25,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館横身障者トイレ入口扉硝子破損入替の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホッチキス修理の支出について
8,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ修理の支出について
19,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
41,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
16,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
28,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 低音オルガン修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ照明器具取替修繕の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機　修理の支出について
34,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（３／７）の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ（２台）調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 音楽室ならびに講堂ピアノ調律の支出について
23,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞（絵本ライブ）講演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査点検の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紅白玉ほか購入の支出について
79,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミニサッカーゴール　購入の支出について
167,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スクリーンホワイトボード　購入の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製遊具　外（仕様書）購入の支出について
3,349,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 車いす外購入の支出について
122,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フラットパネルディスプレイスタンド購入の支出について
85,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「学校の歴史」外の購入の支出について
190,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宮沢賢治のおはなし」外購入の支出について
133,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用合成洗剤　他購入の支出について
23,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン外購入の支出について
96,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオ　外　購入の支出について
70,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援学級用オセロ外の購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木製スライド式本立て外購入の支出について
107,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター購入の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
12,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 机上ラックほか　購入の支出について
52,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外　購入の支出について
37,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式掃除機ほか購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 整腸剤　外　購入の支出について
10,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　外　購入の支出について
30,030
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　他　購入の支出について
105,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン外の購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス給湯器　購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀外購入の支出について
26,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　外　購入の支出について
49,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本地方別地図　他　購入の支出について
242,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カードケース　外　購入の支出について
51,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健」（平成２５年４月～３月）購入の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
14,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
75,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
16,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジーの苗外購入の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
194,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機他１６点購入の支出について
133,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３－３教室扉鍵補修（扉調節含む）外　工事の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修理工事の支出について
6,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴールワイヤー逆巻リミット修理の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導書類送付に伴う郵送料（３月６日）の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う郵便切手の購入（３／６）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
27,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
67,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機他１６点購入の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「数え方と単位の本①」外購入の支出について
64,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「朝日ジュニア学習年鑑」外購入の支出について
233,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
21,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール他購入の支出について
49,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼定規他被服実習用消耗品購入の支出について
60,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｓ４５Ｃ磨き角鋼　他の購入の支出について
46,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石防止剤購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブル（仕様書）購入の支出について
245,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状用紙外購入の支出について
12,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテンの購入の支出について
124,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校誌「鶴翔」印刷の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井及び本館屋上照明補修工事の支出について
117,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 テレビ配線補修工事の支出について
13,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳業務委託の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
32,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
130,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 妊婦体験モデルの購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「スポーツの品格」他購入の支出について
234,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「本の歴史文化図鑑」他の購入の支出について
221,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直線ミシン外購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
10,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト紙　他　購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板
19,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 直線ミシン外購入の支出について
184,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
283,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
152,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 移動式黒板
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
143,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛図式スクリーン　他　購入の支出について
46,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスコンロ外購入の支出について
38,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
12,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関出入口扉補修工事の支出について
156,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ壁面タイル補修の支出について
38,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
25,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西３階トイレ天井内給水加圧ポンプ漏水補修請負の支出について
249,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給湯室内ボイラー撤去工事の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館鉄扉ガラス入替の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業場室照明器具取付工事の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＥＶ前防火戸補修工事の支出について
149,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールシャワー系統バルブ水漏れ補修工事の支出について
64,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西運動場排水枡開閉不良及び詰り補修工事請負の支出について
253,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５年３組教室出入口扉　ガラス補修工事の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西運動場放送設備補修工事請負の支出について
158,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館吊下げ式バスケットゴール補修の支出について
261,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 花瓶　購入の支出について
388,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ブッカーの購入の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 バランス購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌かんきょうかがくえほん（４～３月分）購入の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本しぜん（４～３月号）購読料の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本ひかりのくに（４月～３月）他購入の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
5,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 管理作業員室内装改修その他工事の支出について
331,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プール床点検口フタ取替え工事の支出について
38,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 園長室照明器具用安定器取替工事の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 修了式礼状送付に伴う郵便切手購入費（３／７）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
636,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
25,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 フラットファイル　外　購入の支出について
40,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 アイパッドミニ用カバー購入（３／７）の支出について
3,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 学校行事部中間発表会発表要項冊子　印刷の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷・製本の支出について
70,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺　施設使用料（３／８）の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 キン　外　購入の支出について
241,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
13,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育（講話）講師謝礼（２／１０）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生茶道体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業参観指導にかかる講師謝礼金の支出について
14,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２年生　国際理解教育の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
43,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉教育（視覚障害者）講話にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 食文化伝統野菜「ベジダコ作り」調理実習講師謝礼の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和菓子体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「昔の道具」授業　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会（２／１４）用講師謝礼金の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科俳句の学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 筝曲体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　かがくのとも（４～３月分）ほかの購入の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
31,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「小学書写五年」外購入の支出について
360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」（４～３月号）外購読料の支出について
11,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックスの購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙Ａ４厚口外購入の支出について
67,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングハードル購入の支出について
30,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外購入の支出について
61,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯の購入の支出について
83,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソプラニーノリコーダー外の支出について
34,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルバム表紙　外　購入の支出について
64,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ他購入の支出について
41,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スミレ苗、培養土外購入の支出について
234,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
117,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「考える理科」外購入の支出について
43,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用除塵・滑り止め剤　外　購入の支出について
71,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙、他購入の支出について
38,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール作品袋他購入の支出について
109,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気ディスクグラインダ　外４件　購入の支出について
81,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土他購入の支出について
56,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サクラソウ　購入の支出について
14,175
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス　外　購入の支出について
133,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地図黒板購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平ぐわ外購入の支出について
2,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉・赤色購入の支出について
29,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
199,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 踏切板他購入の支出について
22,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムタイマー外購入の支出について
135,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタン樹脂塗料　外の購入の支出について
91,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　他購入の支出について
284,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　他購入の支出について
34,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 普通合板　購入の支出について
61,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化石原石購入の支出について
6,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
187,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 子どもサンダル他の支出について
77,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡タイプハンドソープ詰替購入の支出について
9,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用ガスコンロ　購入の支出について
57,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理パウダー外５点　購入の支出について
43,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新１年用名札製造の支出について
40,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌カラー包丁　外購入の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 時計模型外購入の支出について
116,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他　購入の支出について
168,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
936,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤玉土外購入の支出について
13,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室購読料（７月～３月）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーペット購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　他　購入の支出について
45,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 だし取り用カゴ（厨房用品）購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字辞典　外購入の支出について
225,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機の購入の支出について
30,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
89,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名印　購入の支出について
6,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドアクローザー外購入の支出について
33,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール　外７点購入の支出について
58,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外１４件　購入の支出について
78,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　他の支出について
71,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
109,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインドカーテン外購入の支出について
61,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルボックス外購入の支出について
225,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
267,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケット購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉外購入の支出について
78,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」購読料（４月～３月分）の支出について
11,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漂白殺菌剤　外購入の支出について
32,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テンキー購入の支出について
25,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「こどものとも」外購読料（４月～３月分）の支出について
12,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語学習指導書３年他購入の支出について
80,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
4,725
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土他２点購入の支出について
14,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携小学Ｅ判外購入の支出について
16,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルキーボード外購入の支出について
74,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェライト磁石１０個入９組外購入の支出について
32,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具外購入の支出について
48,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音読集外購入の支出について
24,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用エタノール　外　購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱ガラスボウル　他　購入の支出について
19,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入の支出について
370,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援の国語教材外購入の支出について
19,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
548,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水切りネット　外　購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
70,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドゴールネット　外購入の支出について
23,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱トレー　購入の支出について
123,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープ外購入の支出について
93,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー外購入の支出について
215,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」購読料（４～３月分）の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新生児抱き人形　外　購入の支出について
93,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　製造の支出について
19,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
51,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手動鉛筆削り　他　購入の支出について
140,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー　Ａ４判　外購入の支出について
95,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」講読料（４～３月分）の支出について
11,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
14,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替修理の支出について
4,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室横門扉補修工事の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ水漏れ補修工事の支出について
55,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年２組硝子取替補修の支出について
5,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室手洗排水トラップの補修の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門前側溝破損修繕の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室コンセント交換工事請負の支出について
14,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外汚水管詰り修理の支出について
45,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入替補修の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館窓下シーリング補修工事の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
19,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室サッシステンレス網戸張替え一式の支出について
81,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外壁掛時計修理の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン他修理の支出について
14,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ６－１教室ガス漏れボックス取替修理の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スチームコンベクションオーブン修理の支出について
165,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸鋸修理の支出について
37,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用オルガン等修理の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜不燃焼修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
33,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館天井照明安定器取替の支出について
21,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機他修理の支出について
11,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
21,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
43,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 手洗器自動水栓修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビブラフォン　外　修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 学校チャイム（親時計）修理の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼き物機の修理の支出について
21,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠修理の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー刃物取替修理の支出について
29,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤ・ＭＤラジカセ　修理の支出について
33,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 長胴太鼓修理の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 朝礼台修理の支出について
29,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室の焼き物機の修理の支出について
22,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　屋外冷蔵庫　修理の支出について
38,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　リサイクル・収集運搬料の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機運搬料の支出について
525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生社会見学の参加児童交通費（３／１０）の支出について
22,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,149,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル　請負の支出について
3,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル　請負の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
8,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　リサイクル・収集運搬料の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　請負の支出について
33,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機運搬料の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
19,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書請負にかかる経費の支出について
16,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 　卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
24,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
35,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　揮毫業務の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
13,608
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
35,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫にかかる業務委託の支出について
8,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　浄書　業務委託の支出について
8,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務の支出について
18,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務料の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 和太鼓鑑賞会の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
48,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
78,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃の支出について
54,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
283,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 踏切板他購入の支出について
100,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校内ＬＡＮサーバー　購入の支出について
261,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
129,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
192,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「カフカどこいくの」外購入の支出について
143,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　尾木ママの女の子相談室他購入の支出について
356,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　ポプラディア情報館外購入の支出について
399,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「障害を知る本」外購入の支出について
328,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本の文化体験活動講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生人権教育実践学習講話講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本の文化体験活動講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本の文化体験活動講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本の文化体験活動講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本の文化体験活動講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エディシスマスター購入の支出について
56,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋　外の購入の支出について
69,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
100,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電熱線ケーブル　外　購入の支出について
54,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急セット　購入の支出について
3,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス外購入の支出について
68,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 真鍮釘　他購入の支出について
4,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パジチョゴリ　他購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由箒スペア外購入の支出について
75,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭糸外の購入の支出について
33,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
109,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 点字パネル外購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞外（４～３月）購入の支出について
13,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
21,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙、外購入の支出について
72,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管外購入の支出について
36,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
79,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」７月号から３月号の購読料の支出について
5,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面ケント紙　外　購入の支出について
55,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健康教室」Ｈ２５．５～３月分購入の支出について
7,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンフレット「ひめゆり」購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ他の購入の支出について
13,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダーの購入の支出について
55,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本すみれ、他購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
89,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
277,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ライト　外　購入の支出について
63,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ用替えスポンジ外の購入の支出について
31,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　他　の購入の支出について
160,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵折れに伴う緊急の鍵抜きおよび合鍵作成費用の支出について
1,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン用プリンタ外購入の支出について
34,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルハードディスク外購入の支出について
90,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大型捺印器　購入の支出について
39,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用マスター外購入の支出について
78,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　購入の支出について
6,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事（緊急）の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 作法室・体育館窓ガラス入替補修工事の支出について
38,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援教室照明器具補修取替工事の支出について
80,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チェンソーの修理の支出について
19,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス修理の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ネオ箏　外　修理の支出について
50,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン　修理の支出について
40,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
64,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラシックギター修理の支出について
15,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,351,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 連合作品展出展作品外運搬代の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導用に係るレターパック購入（３／７）の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 物品運搬の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
35,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機点検調整外の支出について
21,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 音楽室ピアノ調律の支出について
15,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 鍵折れに伴う緊急の鍵抜きおよび合鍵作成費用の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテンクリーニングの支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
29,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書　揮毫業務委託の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への児童生徒名等の揮毫業務の支出について
36,624
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
30,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
24,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
42,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
25,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査委託の支出について
157,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
30,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホルン購入の支出について
329,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 つい立て購入の支出について
51,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校訓銘字額購入の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モノクロ複合機　購入の支出について
320,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機購入の支出について
294,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『地球が壊れる、他』購入の支出について
356,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ラッシュライフ」外購入の支出について
340,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書はじめてのクッキング！他購入の支出について
327,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まるまれアルマジロ！」外　購入の支出について
337,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「イン・ザ・ヘブン」　外　購入の支出について
354,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フェーリング試薬　外　　購入の支出について
29,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
62,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
227,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 式次第の印刷の支出について
9,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機の修理の支出について
18,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 錠の修理の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
504,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕の支出について
29,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ロイター板の購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用「本を味方につける本」ほか購入の支出について
85,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用パッド購入の支出について
31,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ　白　外購入の支出について
69,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 料理はさみ外購入の支出について
25,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器用フィルター外購入の支出について
36,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室（４月号～６月号）外購読料にかかる経費の支出について
8,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ替糸　他　購入の支出について
247,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 実践障害児教育（４月～２６年３月）購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　実践障害児教育購読料（１０～３月分）の支出について
3,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
93,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 高等部　ミシン８台修理の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
225,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
25,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フットサルボール外購入の支出について
42,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
38,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドアクローザー　購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 収納ケース購入の支出について
3,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 旋盤用ドリルの購入の支出について
54,474
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ツールスタンド外購入の支出について
53,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グラウンドレーキ購入の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ルーペ外購入の支出について
14,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーターの購入の支出について
56,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電流計外購入の支出について
44,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトハードル購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　外購入の支出について
22,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ローマ字黒板・白板両面タイプ　他　の購入の支出について
111,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　購入の支出について
83,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フロアシート　購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室西側空調機室外機修理の支出について
162,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室漏水修理の支出について
77,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下窓補修工事の支出について
411,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号館２階製図室ガス栓取替工事の支出について
15,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室裏埋設給水管漏水修繕工事の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ詰まり補修外の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プレハブ校舎横トイレ汚水管詰り通管工事の支出について
55,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室漏水補修工事外の支出について
367,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場フェンス補修の支出について
684,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎立樋漏水補修の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 水道管破損補修工事の支出について
16,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂入口ガラス入替工事の支出について
78,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水補修工事の支出について
540,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂窓ガラス補修工事の支出について
11,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 長胴太鼓　購入の支出について
124,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子ホイッスル　外購入の支出について
81,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 絵本読み聞かせ講師への謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 学校活性化事業にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席カード　購入の支出について
13,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 封筒（校園名所在地入り）購入の支出について
6,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　よいこのがくしゅう（４月～３月）購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かんきょうかがくえほん（４～３月分）他購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊ころころえほん（４月～３月分）購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
34,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,163,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 １階便所洋式便器取替及び手すり取付工事の支出について
148,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 暗幕及びカーテンレールの取り換え工事の支出について
170,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 １階誘導灯取替工事の支出について
43,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 足洗シャワー止水栓取替え工事の支出について
65,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 アンプ修理の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 緞帳吊下げ金具修理の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
12,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕の支出について
8,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコンの購入の支出について
89,250



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校体育教育課程研修会にかかる講師謝礼金の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用図書購入の支出について
6,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育（講話）講師謝礼（２／１３）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 部落問題学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮聞き取り体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん指導にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典購入の支出について
133,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケンガリチェ外購入の支出について
75,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読（４～３月分）の支出について
6,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国際理解教育ＤＶＤほかの購入の支出について
42,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリー外購入の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外　購入の支出について
56,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札作成　請負の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４月～３月分）購読の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　「健」購読料（４～３月号）の支出について
8,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け時計購入の支出について
37,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
67,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外４点の購入の支出について
91,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
131,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長胴太鼓　外購入の支出について
2,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸購入の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管（酸素）外購入の支出について
51,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水道ホース　外購入の支出について
21,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 亀の子たわし外購入の支出について
186,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン用インク　外購入の支出について
15,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板外　購入の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣他５点購入の支出について
96,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札「校章・校名入」の製造の支出について
137,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ外購入の支出について
58,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
64,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
118,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス瞬間湯沸器購入の支出について
26,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液　他購入の支出について
49,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うがい薬外購入の支出について
26,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル外購入の支出について
160,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
89,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４月～３月）購読料の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保存袋外購入の支出について
86,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お手玉購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
88,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ外購入の支出について
179,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石鹸容器購入の支出について
24,150
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛外購入の支出について
27,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタン樹脂塗料外購入の支出について
25,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗外購入の支出について
8,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木材　外　購入の支出について
23,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴　外　購入の支出について
63,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏購入の支出について
13,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「食育フォーラム」他（４月～３月分）購入の支出について
20,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
61,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗購入の支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状盆　購入の支出について
27,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（仕様書）購入の支出について
573,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ７２型マグネットスクリーンの購入の支出について
194,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木　外購入の支出について
12,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液外購入の支出について
51,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん液用ボトル　外８点　購入の支出について
54,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習にかかる実習材料購入（３／１０）の支出について
14,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平和学習用ＤＶＤの購入の支出について
4,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り外購入の支出について
83,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷シップ外購入の支出について
2,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室　４～３月分他の購入の支出について
11,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外４点　購入の支出について
84,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他購入の支出について
117,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プレート他　購入の支出について
154,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池　外購入の支出について
39,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラ代本板外１０点　購入の支出について
92,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型完全収納箱台車　外　購入の支出について
46,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 精密体重計購入の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック　外　購入の支出について
31,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「学校給食」（４月～３月分）購入の支出について
10,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校体育・保健教材ほか購入の支出について
130,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４月～３月分）購入の支出について
6,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
152,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）購読料の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　他購入の支出について
17,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙・インク購入の支出について
198,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　健（４月～３月分）外　購入の支出について
16,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
8,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台付きモーター　他　購入の支出について
39,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
32,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
99,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土購入の支出について
2,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
122,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 個人帯出カード　他　購入の支出について
85,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用厚口用紙　外１４点　購入の支出について
53,681
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材きみのからだのおもしろ新聞（４月～３月）購入の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座敷箒　他　購入の支出について
59,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンセント　外　購入の支出について
30,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子１０脚購入の支出について
136,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機用専用台購入の支出について
26,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,383,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインクの購入の支出について
31,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシート　購入の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
46,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
79,718,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４年１組教室窓ガラス入替補修工事の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜点火不良修理の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消火用屋内栓　外修理の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室扉の鍵修理の支出について
62,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
102,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
15,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼物機バルブ漏水部品取替修理の支出について
16,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理及び洗浄の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター　修理の支出について
74,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 空調機修理及び洗浄の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律手数料の支出について
23,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ガス配管調整・点検手数料の支出について
2,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律業務委託の支出について
25,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律（グランド型）の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律外の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 裁断機刃研ぎ請け負いにかかる経費の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
22,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務による筆耕料の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
58,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
21,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子ホッチキス購入の支出について
51,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マネージメントチェア　購入の支出について
52,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷シップ外購入の支出について
56,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 長胴太鼓　外購入の支出について
101,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型完全収納箱台車　外　購入の支出について
65,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
1,375,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚外購入の支出について
231,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
226,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「森を育てる生きものたち」外購入の支出について
212,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「かんたん手芸」　他　購入の支出について
173,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おりがみ１２か月」外　購入の支出について
148,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１４ひきのシリーズ」外　購入の支出について
341,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　職業講話　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　職業講話　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕カーテン　他　購入の支出について
189,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
49,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡の購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購読料（４月～３月分）　購入の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト教材（ＣＤ－ＲＯＭ）購入の支出について
14,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新版日本７地方別大地図外購入の支出について
128,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 古土再生材外購入の支出について
55,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ねじ外し用ペンチ　外　購入の支出について
23,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子脚カバー外の購入の支出について
54,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 害虫駆除剤購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェロ弦購入の支出について
12,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
64,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ他購入の支出について
15,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
53,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントン支柱購入の支出について
23,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランペット用ワウワウミュート　購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
735,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 付箋外購入の支出について
51,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読料（４～３月分）の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
204,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリフィルム　購入の支出について
2,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　イエローマウンテンズ外購入の支出について
99,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テピョンソ　購入の支出について
25,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌『健』年間購読料（４月～３月分）の支出について
7,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他購入の支出について
69,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス製ろうと他の購入の支出について
56,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパーカッター　外　　購入の支出について
99,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリー購入の支出について
27,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式テニス支柱　外　購入の支出について
257,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート　外　購入の支出について
61,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メスピペット他購入の支出について
49,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～３月分）購入の支出について
5,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 浄水器カートリッジ外購入の支出について
31,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット補修糸他購入の支出について
18,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小倉１００人一首　外　購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
28,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
35,026,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール門扉・体育倉庫シャッター修理の支出について
59,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３－２ガラス入れ替え補修工事の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室コンセント補修工事の支出について
39,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 防球ネットフレーム溶接補修の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
29,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 輪転機修理の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ絃張替修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル印刷機修理の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 木彫刀研磨機修理の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート他　修理の支出について
61,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸鋸盤修理の支出について
28,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 正門扉の修理の支出について
28,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導にかかる郵送料の支出について
23,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 競技用車いすの運搬業務の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
67,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成に係る筆耕翻訳料の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫　業務委託の支出について
63,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
17,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の揮毫業務委託の支出について
35,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
31,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務の支出について
30,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕料の支出について
41,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台購入の支出について
82,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「遺伝子・ＤＮＡのすべて」外購入の支出について
112,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「考える力を育てる話」他購入の支出について
128,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア情報館Ｏセット」他の支出について
358,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「幸福な食卓」外　購入の支出について
211,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
113,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ジュニアトレーナー　外部指導講師料の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
113,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール部　外部指導者講師料の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（２月分）の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
113,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
35,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
13,295,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 総合学習「先輩の話を聞こう」　講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 総合学習「先輩の話を聞こう」　講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
18,165
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,132,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ふとん干し　外　購入の支出について
64,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エアーポット購入の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電波掛時計　の購入の支出について
11,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
74,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　案内板　購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ごみ箱購入の支出について
2,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゴミ箱　外　購入の支出について
43,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 連結発表ホルダー　外の購入の支出について
51,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ補修の支出について
78,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関両開き補修工事の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
22,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館教室入口戸の取替補修工事の支出について
840,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火管漏水修理外工事の支出について
120,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室低温冷蔵庫　取替工事の支出について
844,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知機受信機取替工事の支出について
835,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台購入の支出について
248,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶ごっこにかかる講師謝礼金（２／１８）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「外国の遊び」にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席シール購入の支出について
7,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）購入の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳他購入の支出について
40,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
8,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター用インク購入の支出について
10,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊サンチャイルド（４月～３月分）の購入の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊雑誌「健」（４月～３月分）の購入の支出について
8,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本こどもとしぜん（４月分～３月分）外購入の支出について
13,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
3,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌こどものとも（４～３月号）　購入の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 管理作業員室流し台水栓・排水栓ホース取替の支出について
22,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 水栓取付工事の支出について
45,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 アップライトピアノ調律手数料の支出について
44,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の筆耕料の支出について
5,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別活動研究発表会　講師　謝礼金の支出について
19,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科授業にかかる講師謝礼金の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 児童会活動　研究報告書　印刷の支出について
86,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 「がんばる先生支援」グループ研究発表会要項印刷の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究冊子印刷の支出について
103,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
6,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会を作るために」にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔のくらし体験講話及び実技指導にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 書き初め大会にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学習園栽培教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼（２月７日）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生き方科（ムラの文化）学習講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼（２月７日）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼（２月７日）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学習園栽培教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学習園栽培教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札購入の支出について
46,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌カラー包丁　外　購入の支出について
34,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　あたらしい体育・生きる力の購入の支出について
24,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用石灰購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オープンロッカー（背面ロッカー）　購入の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土他購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用食缶　外購入の支出について
64,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガンカバー購入の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うさぎのエサ　外購入の支出について
281,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和菓子材料費購入の支出について
7,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板置台外購入の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室購読（４月～３月分）の支出について
8,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機ほか　購入の支出について
60,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型教師用さんすうセット他購入の支出について
52,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁外購入の支出について
66,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
1,524,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土他購入の支出について
85,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　外　購入の支出について
53,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書２年生用購入の支出について
84,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室冷湿布他の購入の支出について
26,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　他　購入の支出について
51,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
416,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
17,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
41,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバーフィルム外購入の支出について
39,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー他購入の支出について
81,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科指導用教材ＤＶＤ外購入の支出について
192,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　外　購入の支出について
152,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いろはかるた外購入の支出について
211,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子購入の支出について
95,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ箱の購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外購入の支出について
94,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土２０リットル外購入の支出について
50,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育ニュース外購入　の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すのこ購入の支出について
17,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン教育用インクカートリッジ外購入の支出について
29,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習園用肥料購入の支出について
10,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～３月）購入の支出について
6,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
47,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粉末（ＡＢＣ）消火器購入の支出について
31,500



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接棒　外　購入の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用混合培養土購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
216,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書、教科書購入の支出について
134,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ニス　外　購入の支出について
92,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステージスカート　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室　月刊（４月～３月）外購入の支出について
11,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語書籍教材「クイズでチャンツ」外購入の支出について
91,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
65,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル外購入の支出について
43,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ外購入の支出について
9,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミひな段　他購入の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然とのふれあい学習用花の苗（３／１１）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テント　外購入の支出について
2,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　の購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルハードディスクほか購入の支出について
51,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
267,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防炎日除けカーテン　外　購入の支出について
56,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館個人帯出カード１３００枚購入の支出について
5,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　購入の支出について
8,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科授業用サーモテープ外購入の支出について
42,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人体骨格模型他購入の支出について
87,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
111,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムスティック　外１０点購入の支出について
123,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
160,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読料（４～３月分）の支出について
6,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用手洗石けん　他　購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外購入の支出について
26,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
20,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　ほか　の購入の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん　外購入の支出について
41,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セメント　外の購入の支出について
30,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポップコーン外購入の支出について
4,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　他　購入の支出について
58,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「心とからだの健康」（４月～３月分）購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンプリンター用定着ユニット他の支出について
47,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャナ外購入の支出について
35,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーブンミトン外購入の支出について
48,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウム電池外購入の支出について
10,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルタップ５ｍ外１０件購入の支出について
85,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダイヤル式更衣ロッカー購入の支出について
194,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジンブロア集塵機購入の支出について
25,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト教材ＤＶＤ購入の支出について
30,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　外購入の支出について
98,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー輪切プレート外購入の支出について
97,839
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　Ａ４　５００枚購入の支出について
19,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～３月分）　購入の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣ロッカー他購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップ　他購入の支出について
27,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「中道の陶芸」印刷の支出について
180,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入れ替え工事の支出について
13,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 便所詰まり修理の支出について
48,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールフェンス補強工事の支出について
29,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替えの支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム修理の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸鋸　修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動火災報知設備受信機バッテリー取替補修の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコンプリンターの修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 チャイム修理の支出について
9,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機および裁断機修理の支出について
66,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（ＲＺ６３０）修理の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
63,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＭＤラジカセ修理の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 普通教室用オルガン修理の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン及び指導用オルガン　修理の支出について
39,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクトップパソコン修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー他修理の請負の支出について
82,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入館料の支出について
8,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビ外廃棄に係る収集運搬料外の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料の支出について
1,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫、テレビ、洗濯機の収集運搬料の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機・冷蔵庫収集運搬料およびリサイクル料の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 閉校にかかる記念誌の発送（３／１１）の支出について
73,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 替刃交換・調整の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビ外廃棄に係る収集運搬料外の支出について
22,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ３台調律の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫、テレビ、洗濯機の収集運搬料の支出について
18,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機・冷蔵庫収集運搬料およびリサイクル料の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 英語学習支援システム導入設定作業（仕様書）の支出について
1,250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
43,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ２台調律料の支出について
17,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
8,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の児童名の筆耕の支出について
12,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への児童名等の揮毫業務委託の支出について
25,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
21,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
14,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕業務委託の支出について
15,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
21,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕の支出について
16,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
18,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
46,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務の支出について
81,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
64,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入館料の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスファンヒーター　購入の支出について
68,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校内ＬＡＮサーバー購入の支出について
261,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 生物顕微鏡外購入の支出について
114,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付液晶プロジェクター　購入の支出について
194,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 輪転機（Ｂ４対応）購入の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯衣類乾燥機　購入の支出について
125,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　外購入の支出について
97,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミひな段　他購入の支出について
102,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 溶接棒　外　購入の支出について
62,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 包丁外購入の支出について
172,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
11,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「新明解国語辞典」３４冊　購入の支出について
89,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１２ヵ月のえほん」外　購入　の支出について
39,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　夜の学校で　他　購入の支出について
50,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「母ちゃんのもと」外購入の支出について
30,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ３月分生活指導訓練費の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年進路における職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年進路における職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年進路における職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年進路における職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生地域ふれあい体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
22,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テント　外購入の支出について
2,205
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用玄関マット　外購入の支出について
90,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
91,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 総合教務必携　外（集約物品）購入の支出について
1,547,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコールマーカー　購入の支出について
11,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～３月分）」購読の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 錠付包丁収納庫　外の購入の支出について
60,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板材　外購入の支出について
36,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手回し発電器　外購入の支出について
202,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
994,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外購入の支出について
148,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ台　外　購入の支出について
37,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外　購入の支出について
83,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～３月分）購読の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル外購入の支出について
44,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校内修理用木材　外購入の支出について
32,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　外購入の支出について
202,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レタリング字典　外購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
28,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イベント看板　外　購入の支出について
84,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コールドスプレー外購入の支出について
47,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗鉢外購入の支出について
44,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サンドペーパー　他　購入の支出について
66,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール清掃用除藻剤　購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～３月分）の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネット外購入の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 眼帯セット外の購入の支出について
40,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）購入の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 矯正眼鏡外購入の支出について
29,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡外購入の支出について
27,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 詩集　外購入の支出について
9,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用湯茶　購入の支出について
8,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀袋　他　の購入の支出について
40,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクホルダー外購入の支出について
32,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
52,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材用ノート購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽用楽譜の購入の支出について
20,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター台外購入の支出について
54,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ他９点購入の支出について
184,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞４月～３月の支出について
6,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
269,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室（４月～３月）外購読料の支出について
11,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教育用壁新聞購読（４月～３月分）の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 個別学習用つい立　外　購入の支出について
49,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室・増刊号含（４～３月分）購読料の支出について
11,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 用箋はさみ　外　購入の支出について
78,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
80,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤外購入の支出について
94,242
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽半長靴　購入の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット他楽器修理の支出について
7,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤデッキ修理の支出について
27,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラーレーザープリンター　修理の支出について
52,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務端末液晶修理の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテンレール取り付け作業の支出について
117,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 楽器調整の支出について
198,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 バスケットゴール解体撤去処分費の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務料の支出について
25,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への児童・生徒名等の揮毫業務委託の支出について
50,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
7,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
29,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
69,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　外購入の支出について
97,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　購入の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「たぶんねこ」外　購入の支出について
345,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ３月分生活指導訓練費の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
196,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
192,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
19,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
10,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
7,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
104,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
1,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
133,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
88,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外　購入の支出について
132,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
27,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子　購入の支出について
204,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
67,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
35,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オープンロッカー（背面ロッカー）　購入の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 世界地図パズル　外　購入の支出について
101,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブックトラック購入の支出について
34,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室手洗い自動水栓化工事の支出について
77,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スピーカー取替え及び補修工事の支出について
68,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３年教室系統ヤンマーＧＨＰ補修工事の支出について
99,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事　（６－３教室）の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外柵塗装工事の支出について
284,865
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 地上デジタル補修工事の支出について
90,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 庭園および西館１階便所前漏水補修工事の支出について
152,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上フェンス塗装工事の支出について
249,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 Ａ棟ガス栓取替工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管通管整備工事の支出について
172,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ取替及び分解整備補修工事の支出について
504,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 地下機械室内受水槽補修工事の支出について
393,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階身体障害者用便所、女子便所補修工事の支出について
48,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ修理部品取替工事の支出について
17,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「英語で遊ぼう」にかかる講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 種いも男爵　購入の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 Ｈ２６年度　おたより帳　他　の　購入の支出について
60,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
24,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 スピーカー増設工事の支出について
118,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 遊戯室切替スイッチ増設工事の支出について
128,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕依頼の支出について
6,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の浄書の支出について
7,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 全国小学校国語教育研究大会にかかる講師謝礼金の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ機器研究発表会にかかる講師謝礼金の支出について
34,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 全国小学校国語教育研究大会にかかる講師謝礼金の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 全国小学校国語教育研究大会にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ケント紙外の購入の支出について
21,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「英会話・ぜったい・音読　標準編」外　購入の支出について
119,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい児自立支援事業実施に伴う講師謝礼の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
48,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気のこぎり外購入の支出について
13,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェンソー用替刃外購入の支出について
5,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓ほか購入の支出について
182,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
50,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
11,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー用紙外購入の支出について
136,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室購読料（４月～３月分、増刊号）の支出について
11,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月分）外年間購読の支出について
22,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」外購読料（４～３月分）の支出について
53,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刊誌「保健室用健康教室（４～３月分）」外　購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字シール他購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マジック　外　購入の支出について
73,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
26,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
62,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯購入の支出について
5,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外　購入の支出について
86,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンキッチンスプーン　外　購入の支出について
42,884
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用時計模型購入の支出について
87,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
8,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
54,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折込鋸　外　購入の支出について
39,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　小学校教育技術（４月～３月分）外の購入の支出について
71,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤外購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室外（４月～３月分）購入の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水石けん入れ購入の支出について
2,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居「あたらしい防犯安全紙芝居」外　購入の支出について
174,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
78,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レザック用紙他購入の支出について
50,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用管理パソコン外購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ外購入の支出について
11,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札の製造の支出について
36,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教育用教材外購入の支出について
25,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他の購入の支出について
82,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４～３月分）　外購入の支出について
70,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４月～３月分）購読料の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メモリーカード外購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（集約物品）購入の支出について
12,848,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市小学校社会科指導計画（第１２次試案）購入の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ（１０巻入）外購入の支出について
91,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
151,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外　購入の支出について
54,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　教育技術（４月～３月分）の購入の支出について
58,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞年間購読料４～３月の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　外購入の支出について
48,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え工事の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 機械警備　制御装置及び配線　修理工事の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 滑り出し窓補修工事の支出について
38,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス緊急補修の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東校舎３階廊下外側窓ガラス破損補修の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂ガラスの張替工事の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館３階普通教室入口窓ガラス１枚修理の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室の換気扇の取替え・補修の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳箱頭部張替の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ヘッドフォン修理の支出について
18,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
18,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルアンプ外修理の支出について
32,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂のマイクコンセント取替の支出について
69,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室楽器修理の支出について
99,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費３月１３日の支出について
5,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　手数料の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ他調律手数料の支出について
18,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律処理手数料の支出について
17,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
12,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
36,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書輝亳業務委託の支出について
27,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
32,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出についての支出について
30,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
20,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
14,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
56,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「地球のステージ」公演業務委託の支出について
339,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視力検査器　購入の支出について
107,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 メモリーカード外購入の支出について
138,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板ユニット　購入の支出について
83,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校内ＬＡＮ用教育用コンピュータサーバ購入の支出について
262,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用管理パソコン外購入の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「たべものはかせになろう」外購入の支出について
137,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書「ポプラディア情報館Ｄセット」外購入の支出について
261,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア大図鑑」外購入の支出について
345,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　職業講話　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　職業講話　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　職業講話　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用掃除機外購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターナイフ　外　購入の支出について
98,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４月～３月分）購入の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　新英語教育（４月～３月分）　購読料の支出について
8,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リハビリトレーニング用マット　外　購入の支出について
127,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ３モノクロレーザープリンタ　外　購入の支出について
81,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚異常検査表他購入の支出について
57,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４インクジェット用両面印刷紙外購入の支出について
35,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　他　購入の支出について
38,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管他購入の支出について
125,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（集約物品）購入の支出について
3,703,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
16,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」購読料（４～３月分）の支出について
8,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子黒板機能内蔵プロジェクター　外　購入の支出について
21,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布やすり　外　購入の支出について
97,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 定規外購入の支出について
66,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡクリーナー外購入の支出について
40,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学習ポスター　外　購入の支出について
18,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」購読料（４～３月分）外購入の支出について
11,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－３教室・プール更衣室窓ガラス割替工事の支出について
15,750
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板貼替及び曲面化工事の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館３階普通教室ガラス破損にかかる補修の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修工事の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ティンパニー修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
11,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ弦修理の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ弦修理の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
49,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
37,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務の支出について
15,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
26,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 特別支援学級用縦型洗濯乾燥機購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能内蔵プロジェクター　外　購入の支出について
191,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレス受信機購入の支出について
149,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ウォーリアーズ」　外購入の支出について
340,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「放課後図書室」外　購入の支出について
85,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 企業連携授業にかかる講師謝礼金の支出について
46,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 企業連携授業にかかる講師謝礼金の支出について
46,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 企業連携授業にかかる講師謝礼金の支出について
46,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 企業連携授業にかかる講師謝礼金の支出について
46,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 企業連携授業にかかる講師謝礼金の支出について
46,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 企業連携授業にかかる講師謝礼金の支出について
46,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（集約物品）購入の支出について
904,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 安全保護メガネ外の購入の支出について
12,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニル絶縁電線他購入の支出について
149,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤の購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 ポスター印刷の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館誌の印刷の支出について
40,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館棟屋外スピーカー修理の支出について
149,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館照明補修工事の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
74,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
7,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 編み機（仕様書）購入の支出について
1,129,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー　外　購入の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用インク　外購入の支出について
121,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 新版Ｓ－Ｍ社会生活検査手引き外購入の支出について
98,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ　他　購入の支出について
117,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館　照明器具交換工事の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール　購入の支出について
25,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紅白幕　購入の支出について
23,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤシステム　購入の支出について
10,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トーンチャイム　他　購入の支出について
25,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
52,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（集約物品）購入の支出について
7,528,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室電動防火シャッター修理の支出について
97,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バスケットボールライン引替工事の支出について
315,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修繕の支出について
112,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門扉補修工事の支出について
78,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 旧講堂天井ボード補修工事の支出について
439,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備修繕の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 鉄棒取替工事の支出について
179,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 背面掲示板補修工事の支出について
118,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前廊下屋根の樋清掃および補修の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １～３階身障者用便所ブース補修工事の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井照明補修工事の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別教室窓ポリカーボネイト板補修工事の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館２階日除けカーテン撤去及び新設工事の支出について
250,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター修理の支出について
121,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館（講堂）天井補修工事の支出について
61,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン部品取替修理工事の支出について
113,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本校講堂トイレ手洗場の蛇口補修の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレフラッシュバルブ取替外補修工事の支出について
248,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 グラウンド照明設備増設工事の支出について
151,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
62,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トーンチャイム　他　購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊はじめてであう名作絵本４月号～３月号購入の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液　外１件の購入の支出について
11,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かがくのとも（４月～３月分）購読料の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花・野菜の苗、野菜の種購入の支出について
6,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊チャイルドアップル傑作選（４～３月）他購入の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊おはなしひかりのくに（４月～３月分）購入の支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　こどもとしぜん（４月号～３月号）購入の支出について
4,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本オールリクエスト（４月～３月分）外購入の支出について
18,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　外　購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊おはなしチャイルド（４～３月分）他の購読料の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 通用門の鋼製伸縮扉補修工事の支出について
51,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
6,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 全国小学校国語教育研究大会にかかる講師謝礼金の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 全国小学校国語教育研究大会にかかる講師謝礼金の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 全国小学校国語教育研究大会にかかる講師謝礼金の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ２／１２保健部中間発表会　講演会講師謝礼の支出について
10,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 授業用カラープリンタ購入の支出について
27,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 アイパッドミニ用カバー購入の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要　の印刷の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
12,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 アンガーマネジメント研修にかかる講師謝礼金の支出について
18,580
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外購入の支出について
76,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
369,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タッチペン　購入の支出について
54,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校章入り名札製造の支出について
41,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤ―ブック　購入の支出について
67,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　ほかの購入の支出について
71,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱外購入の支出について
112,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外購入の支出について
74,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
182,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料他購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
836,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料外購入の支出について
4,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土他購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
196,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー購入の支出について
21,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居他購入の支出について
27,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮ネット包帯外購入の支出について
19,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易検流計外　購入の支出について
145,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 基本色板　外　購入の支出について
91,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカーペン、画用紙購入の支出について
55,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 汁杓子外購入の支出について
165,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈り機　外　購入の支出について
7,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙Ａ４外１１件購入の支出について
88,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購読料（４月～３月）の支出について
8,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
817,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土の購入の支出について
55,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動台（給食室用）　の購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「学校給食」購読料（４月～３月分）外の支出について
17,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札　購入の支出について
24,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ　外購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画版　外購入の支出について
64,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタインクカートリッジ　外　購入の支出について
336,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
461,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー用輪切刃　外購入の支出について
63,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
29,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月）購入の支出について
8,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ外購入の支出について
27,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 純正インクカートリッジ　購入の支出について
22,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札他の購入の支出について
98,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンペーパータオル外購入の支出について
26,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,815,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
75,495
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　ほかの購入にかかる支出について
84,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
2,305,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
282,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性顔料マーカー１２色セットほか購入の支出について
71,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸かし器購入の支出について
36,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健　Ｈ２５．４～Ｈ２６．３」購入の支出について
8,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粒ミョウバン外購入の支出について
19,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
261,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ことばの教室ガラス取替工事の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替修理の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラーレーザープリンタ修理の支出について
39,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 図書室入口扉シリンダー錠取り替えの支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送設備修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
62,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷凍冷蔵庫リサイクル運搬料他の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外処分のリサイクル料および運搬料の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　手数料の支出について
17,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外処分のリサイクル料および運搬料の支出について
13,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷凍冷蔵庫リサイクル運搬料他の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
14,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕による筆耕翻訳料の支出について
24,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
24,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕業務委託の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書の支出について
22,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
9,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
11,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
25,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
62,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
49,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃　業務委託の支出について
88,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
66,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
3,062,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 草刈り機　外　購入の支出について
38,115
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サーバ購入・設置の支出について
262,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 紙芝居他購入の支出について
186,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
41,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「思いが届くあの人の言葉」他購入の支出について
155,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「地図をつくろう」外購入の支出について
305,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「たまごがいっぱい」外　購入の支出について
197,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「俳句・季語入門」の購入の支出について
13,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おしゃべりさん」外購入の支出について
161,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 懐中電灯　外購入の支出について
42,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
603,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式草刈機　　外　　購入　の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラスコップ外購入の支出について
7,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　外　購入の支出について
70,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 引違戸錠他の購入の支出について
30,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テピョンソ　　外　　購入の支出について
71,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラシマット　他　購入の支出について
72,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
734,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子購入の支出について
46,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 技術教材「プログラミングロボット」　購入の支出について
94,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャナ　購入の支出について
18,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
54,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材ＤＶＤ購入の支出について
207,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理ソフト外　購入の支出について
143,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
114,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
457,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
332,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー外　購入の支出について
16,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育法令集（国法、例規編）追録集　購入の支出について
3,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角材　外購入の支出について
23,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
211,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 卒業式来賓用まんじゅう　３０名分（３／１３）の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒートポンプ修理の支出について
73,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コードレス電話修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
60,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
28,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への児童生徒名等の揮毫の支出について
21,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
28,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
11,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
103,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
47,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理ソフト外　購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
1,597,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「私は負けない」外の購入の支出について
268,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「フランチェスコ」ほか購入の支出について
353,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
335,947
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
77,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
21,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
5,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
2,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
399,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
14,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
38,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　食糧費 来賓用お茶購入にかかる経費（３／１４）の支出について
3,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
399,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　外　購入の支出について
37,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メトロノーム　購入の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 土のう袋　外　購入の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備受信機緊急対応工事の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多機能電話機修繕工事の支出について
25,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室空調機高圧薬品洗浄の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 火災報知器取替工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 増幅器取替工事の支出について
107,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室暖房専用熱源機取替工事の支出について
99,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各特別教室造り付黒板取替え工事の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水補修工事の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館昇降機照明補修工事の支出について
149,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ブラケット取り付け工事の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 床補修工事の支出について
99,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ブロック塀外補修工事の支出について
762,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 トイレ照明器具人感センター取付改修工事の支出について
204,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
1,597,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用回転書架　購入の支出について
108,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ニューカラーケント外の購入の支出について
46,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本よいこのがくしゅう（４～３月分）他購入の支出について
23,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本「しぜん」（１０月～３月号）の購入の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　月刊絵本サンチャイルド（４～３月分）他の購入の支出について
26,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本エースひかりのくに（４～３月分）他購入の支出について
39,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本ひかりのくに（４～３月分）他購入の支出について
20,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かんきょうかがく絵本（４月～３月）外購読料の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊みみちゃん絵本（４～３月分）他購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 不織布他の購入の支出について
41,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ブック　外　購入の支出について
20,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本おはなしチャイルド（４～３月分）他購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室等アルミ引違い窓の網戸取付工事の支出について
40,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度　保育証書揮毫業務の支出について
13,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への幼児名等揮毫の支出について
5,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕委託業務にかかる経費の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育修了証書揮毫の支出について
7,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 吹奏楽部指導講師謝礼金の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
11,540
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 家庭科全体研修会用講師謝礼の支出について
15,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 家庭科全体研修会用講師謝礼の支出について
15,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ディスプレイネット外購入の支出について
53,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究発表会資料用角２形封筒購入他の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ポータブルワイヤレスアンプ外購入の支出について
109,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 がんばる先生支援「成果報告書」の印刷の支出について
87,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究集録　印刷の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２５年度大阪市道徳部研究紀要印刷の支出について
102,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表会資料用角２形封筒購入他の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講師の課内実践にかかる講師謝礼金の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年能楽体験講師謝礼（２／１８）の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国への理解を深める講演会にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼（２月７日）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 大阪商人体験学習　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本　読み聞かせ体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本読み聞かせにかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会を作るために」講師謝礼２／２４の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼（２月７日）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 大阪商人体験学習　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育体験にかかる講師謝礼の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講師の課内実践にかかる講師謝礼金の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／１７昔遊び講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本　読み聞かせ体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習昔話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師報償金（２月７日）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミン棒　購入の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
46,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗（パンジー）の購入の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム製磁石外購入の支出について
118,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
7,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移植ごて　外　購入の支出について
7,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　購入の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタードラムカートリッジ外の購入の支出について
82,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画作品乾燥棚　外（集約物品）購入の支出について
41,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
21,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブス（ゲームベスト）購入の支出について
95,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
178,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定着ユニットの購入にかかる経費の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　他　購入の支出について
119,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン　外　購入の支出について
20,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗の購入の支出について
14,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
35,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりたたみベンチ購入の支出について
209,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハイテクスパテラ外購入の支出について
128,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「こどものとも（４～３月分）」外購入の支出について
62,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋼材購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外６点　購入の支出について
38,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツライン石灰外購入の支出について
34,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外の購入の支出について
104,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健」Ｈ２５年４月号～Ｈ２６年３月号購入の支出について
8,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピーラー　他購入の支出について
40,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マッチ　外１７点の購入の支出について
86,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットカーペットカバー　購入の支出について
5,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「学校放送小学１年」（１～３学期分）外購入の支出について
74,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット　外購入の支出について
56,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤　外購入の支出について
12,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
33,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒薬購入の支出について
10,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器取替　外　購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
160,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新２年生名札製造の支出について
25,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管他購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車　外（集約物品）購入の支出について
56,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車　外（集約物品）購入の支出について
310,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「教育技術」購読料（４月号～３月号）の支出について
53,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントクッションマット（床材）の購入の支出について
91,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　１３点　購入の支出について
291,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス外購入の支出について
98,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食衣外購入の支出について
133,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　外　購入の支出について
39,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット外購入の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鹿沼土外購入の支出について
4,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁外購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外購入の支出について
97,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊かがくのとも（４月～３月）外購入の支出について
94,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機購入の支出について
49,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル握力計２台購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕用水性塗料他購入の支出について
42,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４月～３月）購読の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル　外　購入の支出について
63,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材プリント集、他購入の支出について
32,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用塗料外購入の支出について
27,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 棒さしタワー他購入の支出について
28,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の救急保存液　外購入の支出について
58,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉用朱液他購入の支出について
13,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペンチップ　ほかの購入の支出について
63,178
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊教育技術（５～３月号）外購読料の支出について
82,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン他購入の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
37,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ替糸外購入の支出について
32,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 こどものとも雑誌食育ニュース（４月～３月）購読の支出について
21,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズボックス外購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙、他購入の支出について
81,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室購読料（４～３月分）の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
47,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外８件　購入の支出について
220,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耕運機　外の支出について
13,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末タッチペン外購入の支出について
80,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鈴　他購入の支出について
30,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ他文房具、紙購入の支出について
46,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム外の購入の支出について
41,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生きる力を育む基本的な生活習慣指導他購入の支出について
47,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ／生活習慣病に注意！　購入の支出について
9,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ他購入の支出について
144,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
75,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　他　購入の支出について
37,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」購読料（４～３月分）の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
70,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用てこ外購入の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ　外購入の支出について
287,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス購入の支出について
30,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ　外１点　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国旗（大・小）購入の支出について
13,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
11,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カートリッジテープ外購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室用木かい、他購入の支出について
22,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パジチョゴリ購入の支出について
77,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌食育フォーラム（４月～３月号）外購入の支出について
83,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
70,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
13,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート他購入の支出について
30,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テプラ用テープ購入の支出について
1,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　健康教室（４～３月分）外購入の支出について
11,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セメント（２５ｋｇ）　外購入の支出について
78,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布付コロナマスカ　外購入の支出について
31,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管酸素　外購入の支出について
56,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４～３月分）外購入の支出について
35,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン　ほか購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化粧合板ベニヤ板　外　購入の支出について
57,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４月～３月）　購入の支出について
11,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外　購入の支出について
121,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土購入の支出について
14,490
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印刷の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印刷の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修の支出について
12,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 液晶プロジェクター設置工事の支出について
70,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替の支出について
2,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 輪転機修理の支出について
51,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コピー機修理の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 火災報知器修理の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
49,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼き物機　修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 黒板張替（ホワイトボード）補修の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂ワイヤレス受信機修理の支出について
29,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
79,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン（２台）修理の支出について
67,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 木琴　修理の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
13,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理　請負の支出について
31,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー用プレートの修理の支出について
56,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンセント取替修理の支出について
19,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
64,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼物機修理の支出について
38,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子音式信号機　修理の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 消火器処分手数料外の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 パソコン・ワープロ回収に係る手数料の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律請負にかかる経費の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消火器処分手数料外の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
7,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,288
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫にかかる業務委託の支出について
18,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕の支出について
16,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書委託の支出について
21,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
24,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務にかかる筆耕料の支出について
24,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
71,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃委託業務の支出について
62,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
36,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査経費の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
40,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
47,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末保管庫購入の支出について
320,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ペーパータオル外　購入の支出について
93,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚　外（集約物品）購入の支出について
50,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マッチ　外１７点の購入の支出について
111,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレットＰＣ充電保管庫購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルビデオカメラの購入の支出について
115,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス外購入の支出について
83,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 耕運機　外の支出について
59,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掛時計購入の支出について
37,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ラインテープ　他　購入の支出について
52,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコンの購入の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 緞帳（仕様書）購入の支出について
516,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ（仕様書）購入の支出について
398,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンタ購入の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かいけつゾロリシリーズ」他の支出について
188,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔法の庭ものがたり」外購入の支出について
363,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
301,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「マッチ箱日記」外購入の支出について
294,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書（はじめてのクッキング）他の購入の支出について
39,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「タンポポ」外購入の支出について
162,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ヒサクニヒコの不思議図鑑」外購入の支出について
193,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「学級文庫セット」外購入の支出について
62,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書「なぜ？どうして？算数のお話」外購入の支出について
337,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生民族体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生民族体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用時間割表の購入の支出について
51,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー（白）の購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ他購入の支出について
73,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４コピー用紙購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー外購入の支出について
118,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外購入の支出について
140,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 爪切り　外　購入の支出について
46,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英検３級予想問題ドリル改訂新版外購入の支出について
2,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだ吸い取り器　外の支出について
29,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライングディスク　外購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 温水洗浄便座　外購入の支出について
97,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカードリッジ他の購入の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類用洗剤　外　購入の支出について
40,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パペット（指人形）セット　他　の購入の支出について
76,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
71,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
147,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合唱用楽譜　外　購入の支出について
27,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロジンバッグ　他　購入の支出について
11,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色彩筆セットほか　購入の支出について
58,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機購入の支出について
28,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外購入の支出について
310,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽譜「シネマ・マンシーニ」外の購入の支出について
30,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アートペンシル他美術用品購入の支出について
67,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サスペンドシンバル　外購入の支出について
26,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
34,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読料４～３月の支出について
6,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
18,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル１０台購入の支出について
62,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用粉　購入の支出について
86,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 部品整理庫他購入の支出について
46,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外購入の支出について
55,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用感熱用紙外の購入の支出について
83,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ハンマ外購入の支出について
47,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 牛ふん・腐葉土外の購入の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シップ薬外の購入の支出について
18,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
89,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボールバッグ他購入の支出について
23,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大三角定規外購入の支出について
38,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 階段アート用シール　他　の購入の支出について
82,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーペット購入の支出について
18,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ外購入の支出について
230,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト外購入の支出について
150,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健（４月～３月分）　購入の支出について
8,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プレスネット外購入の支出について
18,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 クリアファイル印刷の支出について
40,320
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓修繕工事の支出について
6,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室窓ガラス入替　外　工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デュプロ印刷機修理の支出について
24,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（リソーＲＺ６３０）修理の支出について
20,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーフォニアムの修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 入学式案内状送付に伴う郵便切手購入（３／１４）の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会科フィールドワーク交通費及び入場料の支出について
17,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 バスケットゴール解体およびボードの移設作業の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料（転入生分）の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の生徒名等の筆耕にかかる経費の支出について
29,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
20,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
31,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
58,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
97,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
78,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会科フィールドワーク交通費及び入場料の支出について
16,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットボール　外購入の支出について
111,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋外用テント購入の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「テーブルマジック入門」　外の支出について
336,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界の国々」外　購入の支出について
185,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書カラダのふしぎカラダのしくみ購入の支出について
11,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ゼツメツ少年（新潮社）他図書館用図書の支出について
331,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「千の風になって」　外　購入の支出について
167,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール部　外部指導者講師料の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 芳香剤外購入の支出について
23,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 美術用「接着剤」外購入の支出について
75,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 用紙外の購入の支出について
76,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実習用ゴム印（角印）購入の支出について
19,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バンドソー補修用部品購入の支出について
28,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイフ石膏型の購入の支出について
55,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セラミックファイバー断熱材の購入の支出について
23,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク外購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＤ・ブルーレイレコーダー外の購入の支出について
171,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ウイルスバスター他購入の支出について
86,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関前廊下照明器具取替工事の支出について
15,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
8,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室照明器具補修工事の支出について
124,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 溶接技能評価試験受験にかかる生徒交通費の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 保護者宛生徒成績通知表外送付（３／１４）切手代の支出について
11,680
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 校内放送設備点検の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書にかかる筆耕翻訳料の支出について
30,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 ウィリッシュによる高等部　現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽科授業用楽譜　購入の支出について
70,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着伸縮布包帯　他　購入の支出について
8,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除用洗剤外購入の支出について
83,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 盲人用そろばん　外　購入の支出について
20,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　外の購入の支出について
61,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 エアコン補修のためのフライホイール　外購入の支出について
141,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＮーバット外の購入の支出について
108,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ　他　購入の支出について
70,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用消毒剤外の購入の支出について
99,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレーのり外購入の支出について
224,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 キャリングホース外の購入の支出について
18,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　棚引き戸ガラス　補修の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 織り機運搬業務委託の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書代の支出について
3,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
101,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテントの購入の支出について
106,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスオーブンの購入の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置　他　購入の支出について
245,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＯＡチェア　の購入の支出について
47,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長ナワ外購入の支出について
92,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 穴明きお玉購入の支出について
1,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ外購入の支出について
41,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
81,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯機　購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 一輪車　外（集約物品）購入の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 保管庫の購入の支出について
72,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラの購入の支出について
54,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子黒板対応算数ソフト　他購入の支出について
113,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外　購入の支出について
30,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 懐中電灯　購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ工事の支出について
10,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替工事の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉順位調整器取付工事の支出について
48,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室床補修工事の支出について
88,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気室小動物侵入口閉塞工事の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外回り鉄製外柵塗装工事の支出について
339,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂絶縁不良個所・照明器具補修工事の支出について
268,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室窓ガラス補修工事の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北東館防火扉補修工事の支出について
55,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 地デジブースター増設工事の支出について
59,314
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス割れ補修工事の支出について
21,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
123,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール壁面波板補修工事の支出について
61,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内通信設備断線補修工事の支出について
125,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ラグビーゴールポスト（仕様書）購入の支出について
576,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 手織機　他　購入の支出について
212,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどものともセレクション４～３月分の購読料の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
6,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　知識ライブラリー（４～３月号）他購入の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳購入の支出について
47,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 次年度分のおたより帳　購入にかかる支出について
78,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　購入にかかる支出について
34,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
87,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本（へんしんトンネル他）の購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 遊戯室暗幕等補修の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
131,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 物置改良工事の支出について
61,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
7,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 本「サプライズ内定」外購入の支出について
2,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クリアーファイル外購入の支出について
1,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットシート　購入の支出について
6,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 ＤＶＤダビングの支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 巡回相談講師謝礼の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 能楽体験学習にかかる講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小学校算珠授業にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
255,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
73,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　教育技術　４～３月分他の購入の支出について
64,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外　購入の支出について
24,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　学校給食（４～３月）外２点購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
34,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス、モップ等清掃用物品購入の支出について
149,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用混合培養土外購入の支出について
24,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マサ土　他購入の支出について
35,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面印刷モジュール外購入の支出について
161,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール外購入の支出について
154,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗　外購入の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印購入の支出について
5,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札外購入の支出について
37,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランプカード　外購入の支出について
59,870
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「まんが日本昔ばなし」１０巻購入の支出について
27,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール外購入の支出について
26,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外購入の支出について
22,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー　他購入の支出について
123,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育ニュース購読料（４～３月）の支出について
16,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロア集じん機外購入の支出について
30,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
42,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
102,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮ネット包帯外購入の支出について
15,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カット綿　他購入の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 墨汁外購入の支出について
53,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健指導用ＤＶＤ購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性版画インキ　外　購入の支出について
76,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
78,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大三角定規外２点　購入の支出について
70,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター購入の支出について
321,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗　外　購入の支出について
34,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台・外　購入の支出について
129,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 部落解放　月刊（１０月～３月）購入の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「月刊誌　健康教室（４月～３月分」外購入の支出について
67,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
49,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物凝固剤外購入の支出について
17,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折れ線グラフマグネットシート　外　購入の支出について
157,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス外購入の支出について
55,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耕運機購入の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン購入の支出について
38,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 誘導灯用バッテリー　購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かご車外の購入の支出について
72,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食調理業務用器具他の購入の支出について
79,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　外の購入の支出について
18,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
93,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
199,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理バット外購入の支出について
140,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金ザル　他１１点購入の支出について
112,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
79,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
160,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジシアン外購入の支出について
108,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長座体前屈測定器　他購入の支出について
324,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
69,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用スープ取りざる購入の支出について
22,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
151,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板　購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 熊手　外　購入の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　ほか購入の支出について
67,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外　購入の支出について
147,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザートナーカートリッジ　購入の支出について
121,275
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用給食白衣外購入の支出について
14,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯の購入にかかる経費の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌／教育技術　他　年間契約の支出について
64,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用マスター　購入の支出について
99,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 箱ティッシュ　外　購入の支出について
19,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　各種購入の支出について
71,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食衣購入の支出について
22,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
148,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スイッチ用カバープレート購入の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
33,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スマートホルダー他購入の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチモップ外購入の支出について
43,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ外購入の支出について
67,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモインク他１１点購入の支出について
96,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理釜のふた購入の支出について
19,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外の購入の支出について
140,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロの購入の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
34,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
473,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
14,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペンインク外購入の支出について
72,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食品用デジタル温度計　購入の支出について
18,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　外購入の支出について
31,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援学級指導用教材の購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン購入の支出について
186,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
17,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 割烹式エプロン外購入の支出について
226,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外購入の支出について
135,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 七輪　外購入の支出について
57,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート黒板　外　購入の支出について
198,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 餅外購入の支出について
7,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　月刊誌健康教室（４～３月分・増刊号等）購読の支出について
11,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　購入の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急絆創膏　外　購入の支出について
20,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
473,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室屋外雨水管詰り修理の支出について
31,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　固定釜修理の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 背面黒板取替補修工事の支出について
43,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入替補修の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 会議室コンセント補修工事の支出について
36,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎２階エレベーター前のガラス入替え補修工事の支出について
47,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室（物資搬入）扉虫よけゴム修繕の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フードホッパー塗装補修の支出について
27,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
15,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン外　楽器修理請負の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
69,500



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
30,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍庫修理の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援端末液晶修理の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤ヒーター部品取替修理の支出について
136,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏用木琴外修理の支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
61,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 南校舎外壁用スピーカー取替工事の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関インターホン修理請負の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜ハンドル修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫　の修理の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用コッペパン外購入の支出について
12,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
10,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 郵便葉書の購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 リサイクル運搬料等の支出について
5,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　他の支出について
23,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ＧＨＰ室内機洗浄手数料の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
26,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
40,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律３台の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
20,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
33,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
25,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 リサイクル運搬料等の支出について
23,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
26,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書筆耕業務の支出について
23,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書記名等の浄書にかかる筆耕料の支出について
13,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕代の支出について
9,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書の支出について
9,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
8,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
4,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
2,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への揮毫業務委託の支出について
18,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎の高所窓清掃の業務委託の支出について
47,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃の業務委託の支出について
74,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務の支出について
54,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
81,221
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
87,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清拭業務委託の支出について
54,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 扉付シューズボックス購入の支出について
74,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 譜面台外購入の支出について
87,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機の購入の支出について
252,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動ハンマー　購入の支出について
58,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 救急絆創膏　外　購入の支出について
155,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
298,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブロア集じん機外購入の支出について
118,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食用給湯器　購入の支出について
298,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 豆テーブル　他　の購入にかかる経費の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
33,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「くもんの小学国語辞典」外購入の支出について
208,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書ＳＬＢＡ選定図書セット外購入の支出について
237,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「犬といっしょに。」外購入の支出について
255,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　しあわせのバケツ　外購入の支出について
10,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　たのしい紙こうさく　他の支出について
368,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室図書「楽しいローマ字」外７８点購入の支出について
304,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「国語であそぼう！」外購入の支出について
33,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　だめよ、ディビット！外購入の支出について
162,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「もったいないばあさん」外　購入の支出について
40,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「みんなの世界遺産　１巻」他図書室用図書　購入の支出について
18,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
361,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「「韓国のお正月」外購入の支出について
107,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かがやくいのち」外　購入の支出について
108,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
23,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生防災講座にかかる講師謝礼（２／２１実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生防災講座にかかる講師謝礼（２／２１実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生活指導研修会にかかる講師謝礼金の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池（マンガン）外購入の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
72,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキーブック購入の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
39,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 視力表外の購入の支出について
28,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリア鉢植　外　購入の支出について
27,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度生徒手帳（カバー付）購入の支出について
63,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 回転マルチラック（２台）購入の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌『健（４～３月号）』外　購入の支出について
59,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床油　外　購入の支出について
36,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ユニフォーム　購入の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学保健体育の研究セット（指導書）購入の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」外　年間購読料（４月～３月分）の支出について
55,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４～３月号）の支出について
8,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イス他１点購入の支出について
243,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊／健康教室（４月～３月分）外購入の支出について
10,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　他購入の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用消耗品（３月１８日）に係る経費の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホーキ　他購入の支出について
372,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙、外購入の支出について
32,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーペット購入の支出について
22,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外の購入の支出について
73,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
81,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 面乳革他購入の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校内緑化用消耗品（３月１８日）に係る経費の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用掃除機　外の購入の支出について
40,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳作成の支出について
74,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
40,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスタオル　外　購入の支出について
86,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メモリーカード他　購入の支出について
14,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
43,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
104,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ししゅう糸外　購入の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナー　購入の支出について
25,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄工やすり外購入の支出について
50,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイコンカー用モーター　外の購入の支出について
74,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 炊飯用両手鍋　外購入の支出について
45,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自動はんだ吸取器　外　購入の支出について
34,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
30,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペン型修正テープ他の支出について
92,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外の購入の支出について
64,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　購入の支出について
34,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名前ゴム印購入の支出について
10,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 職員室用トナーカートリッジ　購入の支出について
61,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
323,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル外購入の支出について
172,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外　購入の支出について
52,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
15,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階女子トイレ　フラッシュバルブ交換の支出について
85,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（デュプロＤＰ－６２０）修理の支出について
20,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理・調整の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタイマー　修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 袖幕　修理の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理の支出について
35,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（リソグラフＲＺ６３０）の修理費の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス外修理の支出について
64,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
37,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送設備修理の支出について
99,750



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット外修理の支出について
16,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コレーター修理の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴うレターパック購入（３／１７）の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 廃棄家電テレビ外１点回収の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ミシン修理・調整の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 音楽室ほか　ピアノ調律の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 廃棄家電テレビ外１点回収の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律（グランドピアノ２台）の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
41,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
38,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
36,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
48,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
137,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
46,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（がれき類）の処理業務委託の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 一泊移住下見にかかる有料道路通行料（３／１８）の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
99,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
104,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー外購入の支出について
291,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置の購入の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットリング　購入の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『武士の家計簿』　他　購入の支出について
114,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ルーニー」外　購入の支出について
166,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「また次の春へ」ほか購入の支出について
399,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「鏡の中の秘密の池」外　購入の支出について
223,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「恐怖！！都市伝説」外の購入の支出について
345,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコン栓　他の購入の支出について
187,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボールネット他　購入の支出について
8,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 被服実習用ミシン購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
264,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 なわ編み針他購入の支出について
11,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け時計外の購入の支出について
52,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ローパーテーション　購入の支出について
130,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
42,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋の購入経費の支出について
21,630
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタトナー購入の支出について
31,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーの購入の支出について
79,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスレーザーポインターの購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電動開封機外の購入経費の支出について
66,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
62,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 感染症予防用手指消毒剤外購入の支出について
26,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学の手引き印刷の支出について
71,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 生工新聞の印刷の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動木彫機修理の支出について
11,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
8,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハンドボールネット他　購入の支出について
154,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ベン・トー１１」外購入の支出について
160,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「スポーツ脳トレーニング」他購入の支出について
21,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ペテロの葬列」外書籍の購入の支出について
91,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー不織布ロールの購入の支出について
30,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 扇風機壁掛用スイッチ取替修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外１点の購入の支出について
87,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書画カメラ　外の購入の支出について
107,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 生徒用机天板購入の支出について
49,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
69,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動式裁断機替刃セット外の購入の支出について
40,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 体操マットの購入の支出について
38,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラの支出について
37,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダー購入の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
53,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ他の購入の支出について
397,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フラットファイル購入の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室床及び扉交換補修工事の支出について
181,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修の支出について
196,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館西側扉ガラス他修理の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ６階実践室空調機補修工事の支出について
766,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事　他の支出について
79,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西門周辺側溝設置外工事の支出について
270,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂横入口屋根取付補修工事の支出について
198,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館高所照明取替工事の支出について
79,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習室照明器具取替工事の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 クラブハウス扉ガラス破損補修工事の支出について
19,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外グリーストラップ桝修理の支出について
36,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ひな段購入の支出について
155,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶ごっこ指導用講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「視覚障がい者の方と遊ぼう」にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「視覚障がい者の方と遊ぼう」にかかる講師謝礼の支出について
8,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の土　外の購入にかかる支出について
10,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本かんきょうかがくえほん４月～３月の購入の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
52,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌よいこのくに４月号～３月号の購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ケント紙　四つ切　他１点の購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プレイシートの購入にかかる支出について
42,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名印購入の支出について
7,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌サンチャイルド４月号～３月号他の購入の支出について
29,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 換気扇取替え設置工事の支出について
122,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫業務の支出について
4,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 事務用パソコン購入の支出について
91,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究発表会講師謝礼金の支出について
19,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援にかかる講師謝礼金の支出について
147,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 市社会部中間発表会にかかる講師謝礼金の支出について
15,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 市社会部中間発表会にかかる講師謝礼金の支出について
11,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開保育にかかる講師謝礼金の支出について
26,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 外国語教材用英語絵カード　外　購入の支出について
334,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 冷凍庫の購入経費の支出について
27,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／２５外国の文化を知ろう講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 視覚障害者との交流（２／２６）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の生活と文化（体験）講師謝礼（２／２１）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 能楽体験学習にかかる講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の生活と文化（体験）講師謝礼（２／１９）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育（講話）講師謝礼（２／２１）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月間同和教育「であい」（４月～３月分）購読料の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット　購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤、他購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
52,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
403,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インク外購入の支出について
98,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテ　外　購入の支出について
112,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トタンバケツ　外　購入の支出について
54,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
74,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札の購入の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
100,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロ複合機購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テスター　外（集約物品）購入の支出について
62,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 万能包丁外購入の支出について
75,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルブルーレイプレーヤー　購入の支出について
33,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードリール購入の支出について
8,925
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 記念誌用封筒の印刷の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧の印刷の支出について
74,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替工事の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 相談室出入口ガラス補修工事の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜不完全燃焼修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤＭＤデッキ修理の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体重計の修理の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノのペダル修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
49,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 読売テレビ見学にかかる参加児童交通費　３／１９の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の業務委託の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
17,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への揮毫業務委託の支出について
13,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
84,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめてのえいごえほん」外購入の支出について
388,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
121,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「国語２年」の購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
45,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テスター　外（集約物品）購入の支出について
66,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居舞台　他　の購入の支出について
38,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 替刃式両刃のこぎり　外　購入の支出について
48,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外の購入の支出について
115,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス外購入の支出について
62,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ、他購入の支出について
40,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「Ｎｅｗｓがわかる」外の購入の支出について
112,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 バスケットゴール復旧工事の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＡＥＤバッテリー充電用コンセント設置工事の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館放送用アンプ修理の支出について
15,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
24,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 アイマスク体験にかかる受講手数料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 マラソン大会にかかる施設使用料（３／１９）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙芝居舞台　他　の購入の支出について
277,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
120,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「残された人びと」外　購入の支出について
316,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「すとーりあＳＴＩ」外購入の支出について
317,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 企業連携授業にかかる講師謝礼金の支出について
31,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 企業連携授業にかかる講師謝礼金の支出について
31,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 発色現像補充剤購入の支出について
18,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
72,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カートリッジ外の購入の支出について
49,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マットの購入の支出について
209,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
81,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用傘立て購入の支出について
72,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
57,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ファクシミリの修理請負経費の支出について
8,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン（ＬＬ準備室）の修理の支出について
35,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 長椅子収納用台車の修理の支出について
99,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
254,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
47,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
13,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
26,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツライン　外　購入の支出について
60,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ　他　購入の支出について
119,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 電子レンジの購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
42,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
11,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テスター　外（集約物品）購入の支出について
19,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ノートパソコン用ラック　外　購入の支出について
56,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理棟地下室換気設備修繕の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気錠解錠スイッチ補修工事の支出について
36,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第３グランド通路外灯工事の支出について
169,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門部電気錠スイッチ改修工事外の支出について
233,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スピーカー取替と配線補修の支出について
240,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階南館暗室横防火シャッター中継器補修工事の支出について
118,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替工事の支出について
6,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 女子身障者トイレ給水バルブ外補修工事の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知器補修取付工事の支出について
49,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 Ｂ棟１階及びＣ棟１階防火扉補修工事の支出について
322,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電動シャッター補修工事の支出について
174,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館２階男子トイレ窓ガラス修繕の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学園屋外床タイル補修工事の支出について
82,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室　窓ガラス補修工事の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科用薬品庫　購入の支出について
135,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊学研のおとぎばなしにほん４～３月分の購読料の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌おはなしチャイルド４月～３月購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本かがくのとも（４～３月分）他購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ゴム印購入の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌くうちゃんえほん４月～３月外２件購入の支出について
17,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックスの購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌ワンダーしぜんらんど４月～３月外２件購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
11,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
7,770
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
8,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆の購入の支出について
1,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
33,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 手洗い場、トイレ水道修繕工事の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 倉庫撤去に伴う電気設備工事の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 通用門インターホン修繕工事の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫の支出について
7,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書にかかわる筆耕翻訳の支出について
20,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への揮毫業務委託の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 キャリア教育指導案指導・助言にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド　購入の支出について
15,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
5,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
5,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
7,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動　講師謝礼の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３・４年そろばん教室にかかる講師料（２／２５）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３・４年そろばん教室にかかる講師料（２／２４）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動　講師謝礼の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
286,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
807,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
260,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
142,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
501,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
161,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機修理用部品購入の支出について
5,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式マルノコ外購入の支出について
37,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
132,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　外購入の支出について
73,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
257,985
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ外購入の支出について
54,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,874,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
139,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
35,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
791,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
57,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いきいきせいかつ下　教師用指導書　外　購入の支出について
15,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
913,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
573,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニッカド電池外購入の支出について
14,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
298,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
733,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援学級指導用図書購入の支出について
16,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
87,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
361,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消防ホース　購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェギ　外購入の支出について
32,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
227,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸　外　購入の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
499,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 光電池他購入の支出について
77,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
16,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
208,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
191,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
202,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
398,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
38,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札他購入の支出について
28,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
816,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
334,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
700,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
406,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用時計外購入の支出について
184,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケンガリセット外購入の支出について
45,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
12,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
36,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機の修理の支出について
173,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 正門電気錠修理の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
15,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機の刃研ぎの支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
8,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃にかかる業務委託の支出について
82,016
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架（仕様書）購入の支出について
394,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
233,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ワクワクセミナー（職業講話）にかかる講師謝礼金の支出について
22,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「ヒューマンライツ」（４月～３月分）外購入の支出について
24,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
41,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
147,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
114,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用机天板購入の支出について
48,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
168,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
139,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
111,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
64,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
23,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
257,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
193,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
233,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
261,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
289,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒剤外購入の支出について
29,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
91,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
391,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
110,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
58,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
486,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
384,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
417,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
130,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップ　外購入の支出について
18,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
213,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
276,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
225,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス　外　修理の支出について
57,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
7,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
33,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律手数料の支出について
40,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
155,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「この世で一番大切な日」他購入の支出について
49,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「古代イラク」外　購入の支出について
330,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金の支出について
163,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（２月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳の印刷の支出について
64,260



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
3,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校保存用卒業アルバム購入の支出について
26,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用「水性ペンキ」外購入の支出について
153,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
260,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
219,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模擬実践書式購入の支出について
56,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
107,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
80,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
10,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
85,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新編　数学Ⅲ　教授資料」他の購入の支出について
54,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室（４～３月）外の購読の支出について
10,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
41,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳印刷の支出について
42,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
49,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳印刷の支出について
42,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがりの購入の支出について
218,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
128,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
30,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンソフト購入の支出について
256,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
63,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 社会科教授用問題集ほか購入の支出について
55,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
28,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
35,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
46,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
7,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
36,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第の印刷の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館西側３階トイレ洗面器取付補修工事の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジェクター修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理経費の支出について
294,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 元止湯沸器の修理の支出について
13,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 横切り盤調整の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 河合サテライト講座借入の支出について
187,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 生徒会活動用ノートパソコン購入の支出について
362,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン（就学事務用）の購入経費の支出について
99,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
3,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
16,380
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ロックミシン購入の支出について
51,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
5,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アプリケーションソフト　外　購入の支出について
96,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
22,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 風船バレー　外　購入の支出について
18,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第　印刷の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場止水栓漏水補修工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 物品運搬にかかる貨物軽自動車運送料（３／１９）の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 オージオメータ　外　校正の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アプリケーションソフト　外　購入の支出について
219,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型トランポリン　購入の支出について
274,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ベット用パット　外　購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 防炎カーテン　購入の支出について
92,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　傘たて（表示枠含む）購入の支出について
79,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大阪市旗　外　購入の支出について
38,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関入口電動シャッター（右側）修理工事の支出について
672,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館１階窓用網戸補修工事の支出について
171,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 剣道場床補修工事の支出について
541,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排気ダクト廻り防水工事の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ドアクローザー取り替え工事の支出について
71,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 明都館スポットライト取替工事の支出について
148,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館通風窓補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２号館４Ｆ男子トイレ障がい者用ブース扉補修の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館３階会議室床面補修の支出について
240,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス補修工事の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 硝子入替補修の支出について
9,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「絵本の読み聞かせ」にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 サッカー指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 歌唱指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳、出席シールの購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
19,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌がくしゅうひかりのくに４～３月号の購入の支出について
13,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
9,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳（園のたより）外の購入の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
10,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
26,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌スーパーワイドずかん４月号～３月号の購入の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 遊具マットの補修工事の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 防犯カメラリニューアル工事の支出について
243,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 １階大人用トイレ便座改修工事の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プールテント張替え工事の支出について
165,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳の支出について
6,825
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
45,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校教育研究会道徳部研究大会講師謝礼金の支出について
26,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＬＣＳＡ研修会　講師謝礼の支出について
15,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 重力軽減環境訓練システム　講習会の支出について
10,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援事業公開授業講師謝礼金の支出について
13,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究発表会にかかる講師謝礼金の支出について
12,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 プログラムロボット学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
48,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 旗　外３点購入の支出について
57,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍　たし算・ひき算習熟プリント外購入の支出について
7,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＳＤカード他購入の支出について
238,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 メッシュケース外購入の支出について
35,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＷＹＳＨ教育ＤＶＤ　ほか購入の支出について
13,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
89,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究集録印刷の支出について
137,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 「今日的課題コース」報告書印刷の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 ＪーＧｒｅｅｎ堺　施設使用料（３／２２）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 バリトンサックス借上使用料の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「言葉の力をつける教室」講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（２月２５日実施）講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育にかかる講師謝礼金（２／２７）の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年英語学習用講師謝礼金の支出について
11,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 邦楽体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 共生社会を作るために」にかかる講師謝礼２／２７の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会を作るために」にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 高次機能障害理解講演にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（２月２５日実施）講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 邦楽体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 高次機能障害理解講演にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研修会講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 芸術文化体験における書道家への謝礼の支出について
17,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争体験を聞く会の講師にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（２月２５日実施）講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（和菓子作り体験）講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体洗剤　他購入の支出について
6,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
19,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書台帳ほか購入の支出について
96,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
179,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
53,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器　購入の支出について
148,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸他購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
698,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
8,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ外購入の支出について
47,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インク他購入の支出について
189,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 謝礼用タオル　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科　ＤＶＤ教材外購入の支出について
36,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　実践障害児教育（４～３月号）外購入の支出について
16,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室「１０月～３月号」購入の支出について
3,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯石鹸　外購入の支出について
105,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダシ取りかご購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床板　他購入の支出について
197,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
91,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
80,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡外購入の支出について
129,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードイレイザー　他　購入の支出について
42,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 （もちつき体験）もち米　外購入の支出について
31,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
646,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土外購入の支出について
25,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン室プリンタ用トナー購入の支出について
303,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
40,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マラカス　他　購入の支出について
193,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館舞台幕購入の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗購入の支出について
23,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー　購入の支出について
107,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
134,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シール　他　購入の支出について
97,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ユンノリセット等民族学級用教材の購入の支出について
27,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
1,097,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬外購入の支出について
51,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用更紙他購入の支出について
104,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
263,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカー　他　購入の支出について
171,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管、他購入の支出について
51,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外３点購入の支出について
42,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　外　購入の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　製造の支出について
35,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニクロム線ほか　購入の支出について
54,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸の購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌教育技術（４～３月分）　他購入の支出について
54,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土他の購入の支出について
103,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易電子黒板購入の支出について
36,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　購入の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗（屋外掲揚用）購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用タイマー外購入の支出について
80,605
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム外購入の支出について
18,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
35,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電工ドラム　外購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
24,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性アクリル樹脂塗料外購入の支出について
9,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
77,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 散水ホースリール外の購入の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リコーダー運指盤外購入の支出について
26,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター外購入の支出について
55,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館蔵書整備ソフト　外　購入の支出について
92,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯板　外購入の支出について
43,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗い桶　外　購入の支出について
93,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
2,608,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ボード　外　購入の支出について
34,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外　購入の支出について
38,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰他購入の支出について
54,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
247,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ印刷機用マスター　他の購入の支出について
57,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
384,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランプ外購入の支出について
27,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙他購入の支出について
282,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サクラソウ苗購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロード布　購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防水シーツ外購入の支出について
11,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
1,049,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他の支出について
131,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツライン　外２件　購入の支出について
55,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
22,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネットワーク機器環境整備用材料購入の支出について
295,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーシート他購入の支出について
240,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機（リソグラフ）用原紙購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
65,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書指導書購入の支出について
63,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　他購入の支出について
66,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
91,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業に伴う消耗品購入（３／２０）の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
244,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットカーペット購入の支出について
5,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５１号　購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー購入の支出について
27,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタータモータ　購入の支出について
57,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール購入の支出について
34,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用ごみ拾いネット外購入の支出について
157,269
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書架購入の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
150,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　購入の支出について
6,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 袢天　外　購入の支出について
107,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオケーブルの購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ外購入の支出について
51,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌『初等教育資料』（４月～３月分）外　購入の支出について
49,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート外購入の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外購入の支出について
266,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童通知表用「クリアファイル」他の購入の支出について
171,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
61,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙外購入の支出について
397,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外購入の支出について
138,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン部品　購入の支出について
86,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 桧材　外購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆他購入の支出について
97,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 爪付きナット　外７点　購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ　外の購入の支出について
53,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
76,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用机購入の支出について
236,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール外　購入の支出について
46,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
83,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外　購入の支出について
165,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
1,536,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子楽器専用ヘッドフォン購入の支出について
16,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示用ハングル表外購入の支出について
54,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外購入の支出について
74,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国語ワーク　外の購入の支出について
194,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木床用アクリル樹脂コート剤　購入の支出について
94,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書教科書「新しい国語５年指導書上」他購入の支出について
122,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドチリトリ外の購入の支出について
53,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　他　購入の支出について
115,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト外の購入の支出について
6,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン　購入の支出について
21,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　他購入の支出について
242,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
126,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
74,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軟膏皮膚約薬他購入の支出について
37,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん　外購入の支出について
31,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外　購入の支出について
22,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
49,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク外購入の支出について
56,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハングル表　外購入の支出について
25,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清風堂書店　中級算数習熟プリント外７点の購入の支出について
30,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読書カード　外購入の支出について
38,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
36,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書ラベル外購入の支出について
24,381
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナー　外購入の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴外購入の支出について
70,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌済ディスポ舌圧子他薬品類の購入の支出について
15,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ　外　購入の支出について
38,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンバッテリ　購入の支出について
16,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー　購入の支出について
156,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムタイマー購入の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リソー印刷機マスター購入の支出について
64,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とけい（学習針つき）外の購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール、他購入の支出について
19,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリートブロック購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機外購入の支出について
70,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
77,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤレコーダー　購入の支出について
117,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外購入の支出について
23,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
45,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　他　購入の支出について
34,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機他購入の支出について
34,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
853,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印外購入の支出について
75,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用方眼紙　外購入の支出について
91,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタッキングチェア購入の支出について
167,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車の購入の支出について
65,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
14,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸他購入の支出について
65,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットバー外の購入の支出について
72,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスホース　他　購入の支出について
43,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス布団干し外購入の支出について
19,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
48,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文用紙　外　購入の支出について
82,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　他購入の支出について
40,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数科指導法研究用　算数教科書　購入の支出について
7,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ９人用ロッカー購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書・教科書　購入の支出について
260,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
59,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯器具　購入の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
13,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
85,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外物置他購入の支出について
2,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習指導用色ケント紙購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テコンドー板外購入の支出について
25,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルキャビネット購入の支出について
26,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュぺーパー外購入の支出について
41,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次年度児童用名札の製造の支出について
90,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外　購入の支出について
187,271
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用医薬品外購入の支出について
28,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学国語習熟プリント他購入の支出について
31,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
227,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究のまとめ「清水丘の四季」印刷の支出について
299,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 閉校記念誌の増刷の印刷の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 閉校記念誌の印刷の支出について
399,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂２階ギャラリー西側窓ガラス入替修理の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室窓ガラス入替補修工事の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　コンセント改修工事の支出について
22,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子身障者トイレ詰まり修理の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関西側中庭漏水補修工事の支出について
48,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室空調機整備工事の支出について
19,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
8,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上ドレン補修工事の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階　南館男子トイレ壁タイル補修工事の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水管破損水漏修繕工事の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図工室前廊下サッシ窓ガラス入れ替えの支出について
7,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
23,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階ガラス入替工事の支出について
69,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室児童だまり電気補修工事の支出について
14,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 貯水槽給水設備工事の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内インターホン修理の支出について
6,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外業務用冷蔵庫修理の支出について
48,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
117,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤＭＤラジカセ修理の支出について
45,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理費用の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ室外機修理の支出について
77,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ティンパニーヘッド張替外の支出について
23,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジェクター修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
25,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
12,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食消毒保管庫修理の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室フロアーコンセント本体修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校長室・事務室ＧＨＰ空調機室外機修理の支出について
9,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜点火不良修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室空調機補修の支出について
39,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡　修理の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
32,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオンドア修理の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸器　修理の支出について
48,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理外の支出について
37,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
28,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用焼物機修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
39,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食ガス回転釜修理の支出について
19,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス栓修理の支出について
5,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク修理の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動台修理の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関オートロック修理の支出について
56,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノの蓋修理の請負の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 瞬間湯沸器修理の支出について
11,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科室ガスコック取替の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機　修理の支出について
30,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場鉄棒外修理の支出について
123,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
113,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 北１・２階男子トイレハイタンクバルブ修理の支出について
116,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスエアコン修理の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
71,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　リサイクル料　運搬料の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機収集運搬料外の支出について
525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電収集運搬外の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律請負の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電収集運搬外の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ティンパニーヘッド張替外の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律にかかる手数料の支出について
25,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　リサイクル料　運搬料の支出について
14,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機収集運搬料外の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 無線ＬＡＮアクセス装置　設定・調整手数料の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 校内ＬＡＮ環境構築手数料の支出について
366,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律代の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 無線ＬＡＮ環境設定　手数料の支出について
312,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,570
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
31,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫委託業務の支出について
17,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への児童生徒名等の揮毫の支出について
26,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　浄書揮毫業務の支出について
20,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕にかかる業務委託の支出について
5,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務　委託の支出について
13,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
11,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
13,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
32,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
24,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年卒業証書揮毫業務請負の支出について
14,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
32,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書筆耕料の支出について
20,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
10,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
14,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
21,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務の支出について
41,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
49,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
50,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
42,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
55,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
73,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定業務委託の支出について
67,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
135,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
36,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
50,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞（音楽コンサート）公演業務委託の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
52,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
50,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
294,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 本棚の購入の支出について
117,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯石鹸　外購入の支出について
149,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機購入の支出について
51,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機（集約物品）購入の支出について
747,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
228,375
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイアレスアンプ購入の支出について
137,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 講堂舞台幕の購入の支出について
313,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 映写幕　購入の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 据置型耐火金庫購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
182,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 システム戸棚購入の支出について
157,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校内ＬＡＮ用教育用コンピュータのサーバの購入の支出について
262,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 とけい（学習針つき）外の購入の支出について
47,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋外物置他購入の支出について
144,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架（仕様書）購入の支出について
508,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター一体型電子黒板（仕様書）購入の支出について
924,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校内ＬＡＮ用サーバーの購入の支出について
262,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機（集約物品）購入の支出について
616,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
1,396,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルビデオカメラ　外の購入の支出について
186,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 体育館舞台幕購入の支出について
190,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校内ＬＡＮ用教育用コンピュータの購入の支出について
262,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電話機（ビジネスホン子機）購入の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤラジカセ　他　購入の支出について
54,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「１００かいだての家」外購入の支出について
228,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「平和マンガ作品集」外購入の支出について
136,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書グースバンプス他購入の支出について
125,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ズッコケ文庫　全５０巻」外　購入の支出について
105,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「運動ができるようになる本」購入の支出について
11,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔界屋リリー」外購入の支出について
129,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「かいけつゾロリ」他購入の支出について
269,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小学校のまんが辞典」外購入の支出について
20,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぼくは」他購入の支出について
211,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「改訂 新版地球環境白書」外の支出について
28,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「赤のレストラン」外購入の支出について
92,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ほねほねザウルス」外購入の支出について
88,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書世界あちこちゆかいな家めぐり外購入の支出について
336,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「楽しいローマ字」外購入の支出について
273,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小学館あーとぶっく」外の購入の支出について
111,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『スイミー』外　購入の支出について
325,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「富士山まるごと大百科」外購入の支出について
8,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「くものニイド」外購入の支出について
264,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本のくらしの知恵事典」外購入の支出について
170,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どうぶつ感動ものがたり」外購入の支出について
65,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書行ってみたいなあんな国他購入の支出について
36,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ミッケ」　他　購入の支出について
40,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
72,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
13,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー　外　購入の支出について
46,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯乾燥機の購入の支出について
49,350
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用氏名ゴム印　購入の支出について
40,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電球購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　他購入の支出について
23,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ユニフォーム購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学数学２０１３データベース購入の支出について
27,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土他購入の支出について
53,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤の購入の支出について
16,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ダイバシティワイヤレス受信機　他購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブックの購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（６～３月分）購読料の支出について
6,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯　外　購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ　購入の支出について
46,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
60,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　４ツ切　外　　購入　の支出について
74,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスクラリネットマウスピース他購入の支出について
49,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型集じん機　外　購入の支出について
171,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボールカゴ外購入の支出について
86,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型湯沸器購入の支出について
28,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
33,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
59,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
23,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
54,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動シャープナー外購入の支出について
85,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機　外　購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ他の購入の支出について
26,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度版　生徒手帳　製造の支出について
85,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印の購入の支出について
11,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
20,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ枠掲示板　外購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
1,382,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ　外　購入の支出について
48,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
72,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
1,149,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン外購入の支出について
35,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポット　購入の支出について
29,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー花苗　外購入の支出について
27,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英検準２級でる順パス単外購入の支出について
23,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用机天板の購入の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　外　購入の支出について
23,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 握力計　外　購入の支出について
241,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
752,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子（耳鼻科検診用）購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
435,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
917,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
364,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
94,215
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 技術科用布ヤスリ外の購入の支出について
55,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜購入の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 超音波猫被害軽減器外購入の支出について
78,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
56,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　外購入の支出について
64,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
277,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 切削油（ボール盤穿孔用）外購入の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ　外購入の支出について
219,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メディシングテープ　外　購入の支出について
140,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 回転椅子の購入の支出について
169,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外購入の支出について
126,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
39,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
76,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール机（仕様書）購入の支出について
912,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮眼子外購入の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木製プランター枠　購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル外購入の支出について
48,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤソフト「オーケストラ入門」外購入の支出について
25,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型ガス湯沸器購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タイピン式マイクの購入の支出について
27,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用樹脂ワックス購入の支出について
67,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳外製造の支出について
46,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード外購入の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印の購入の支出について
14,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
58,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　外　購入の支出について
74,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールの購入の支出について
21,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 第１音楽室空調機器（ＧＨＰ）補修工事の支出について
27,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階廊下・トイレの電気配線補修工事の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 新館３階男子トイレ排水管漏水補修工事の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス配管補修工事の支出について
20,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＰＣ教室窓ガラス　他　の取替工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館１階女子来客用便所漏水修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ部品取替修繕の支出について
81,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（ピッコロ、他）修理の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（ピッコロ外）修理の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸かし器取替一式の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バレーボールネット補修の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ弦修理外の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（ピッコロ、他）修理の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス外修理の支出について
40,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 配膳室シャッター鍵　修理の支出について
15,750



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器の修理の支出について
68,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷温水器　修理の支出について
18,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ引取運搬費　外の支出について
525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 全自動洗濯機リサイクルにかかる運搬費の支出について
525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ弦修理外の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律代の支出について
40,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
34,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律にかかる手数料の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ引取運搬費　外の支出について
2,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
25,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 全自動洗濯機リサイクルにかかる運搬費の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律手数料の支出について
31,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
9,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
21,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮網毫業務の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
16,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書　業務委託の支出について
31,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃の業務委託経費の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物処理業務委託の支出について
103,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 火災専用非常通報機設備保守点検業務委託の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動自転車　購入の支出について
288,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラ　他購入の支出について
168,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スチールテント　購入の支出について
111,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 移動用アンプ　購入の支出について
142,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架（仕様書）購入の支出について
658,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　外　購入の支出について
249,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
137,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル式得点版の購入の支出について
56,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ダイバシティワイヤレス受信機　他購入の支出について
121,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル印刷機購入の支出について
299,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「親子で学ぶ科学図鑑」外購入の支出について
16,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「哲学大辞典」外　購入の支出について
286,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いるのいないの」他　購入の支出について
341,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用蔵書「ＺＯＯＭ」外購入の支出について
392,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「永遠の０」外購入の支出について
276,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本人の知らない日本語３」外購入の支出について
390,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科モデル謝礼の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
317,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 替刃外の購入の支出について
55,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用盛花の購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ用椅子　購入の支出について
222,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電気炉ヒーター他の購入の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳印刷の支出について
42,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース外の購入の支出について
32,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編　数学Ⅲ」の購入の支出について
5,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
420,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルゴンガス外の購入の支出について
26,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスストーブの購入の支出について
161,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳の印刷の支出について
57,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
20,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳｙｕｄｙａｉｄＤ．Ｂ数学受験編他の購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製作の支出について
171,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外の購入の支出について
60,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレクリーナーの購入の支出について
16,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 記録集「創建」の印刷の支出について
117,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場ラグビーゴールポスト修理の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健体育科授業用ラケット修理の支出について
21,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 床洗浄・ワックス塗布作業業務委託の支出について
160,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
294,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
91,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「とっぴんぱらりの風太郎」外　購入の支出について
227,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 ケーススタディー教職員研修にかかる講師謝礼金の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
24,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーポリ袋　外購入の支出について
162,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 綱引ロープ外購入の支出について
61,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
202,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
26,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
53,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ビニールシート　購入の支出について
176,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール外購入の支出について
354,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 気体発生装置　外購入の支出について
76,549
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ外の購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接面　外の購入の支出について
91,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 メディカルバッグ　他　購入の支出について
62,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
384,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
43,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
61,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン外購入の支出について
136,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 Ｅ棟２階女子トイレ補修工事の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館　蛍光灯・安定器取替工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂カーテンアップリケ取替え修繕の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕業務委託の支出について
5,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 ふれあい動物園　委託料の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 データ通信機器の使用料（３／２４）の支出について
26,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 メディカルバッグ　他　購入の支出について
43,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミシン　購入の支出について
250,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 カラーポリ袋　外購入の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 新一年生氏名ゴム印　購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 逆上がり補助板　の購入の支出について
32,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アンプ外購入の支出について
153,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 地方立体地図　外　購入の支出について
102,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 国語辞典外購入の支出について
72,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 時計　外購入の支出について
16,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター購入の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用傘立て　購入の支出について
87,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書画カメラ外購入の支出について
47,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
74,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ニチレクボールセット　他　購入の支出について
33,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学級文庫用３段ボックス購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
12,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェット複合機　他　購入の支出について
187,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトサーブバレーボール　外　購入の支出について
86,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 蛍光灯取替え工事の支出について
154,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用設備等補修工事の支出について
90,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習園前渡り廊下補修外の支出について
849,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号館１階運動場出入口ガラス入替補修工事の支出について
45,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室破損窓ガラス入替補修工事の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第２会議室空調機修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給茶室配管他漏水補修工事の支出について
161,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉　オートロック・配線修理の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グランド防球ネット補修工事の支出について
159,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井補修工事の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関床タイルの補修についての支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール水槽の塗装補修工事の支出について
763,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階家庭科室他コンセント増設補修工事の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 フェンス補修工事の支出について
47,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
312,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ分解洗浄工事の支出について
239,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室遠赤セーター部品取替補修の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 黒板貼替曲面加工工事の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 相談室、カウンセリング室ガスヒーポン修理の支出について
323,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関格子片開き扉補修工事の支出について
268,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理棟玄関排煙装置補修工事の支出について
325,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 クラブハウス手摺補修工事の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 築山散水給水管漏水修理の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室ほかガラス入替工事の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ガス栓修理の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 吊り下げバスケットゴール修理の支出について
461,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 全自動洗濯乾燥機購入の支出について
101,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 業務用ガス給湯器購入の支出について
294,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 インクジェット複合機購入の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アンプ外購入の支出について
215,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 床置中書架の購入の支出について
253,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
137,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
173,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 英語で遊ぼう講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 木工ボンド外の購入の支出について
48,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 Ｈ２６　おたより帳　他　の購入の支出について
47,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 赤絨毯　他　購入の支出について
9,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポット型掃除機外購入の支出について
45,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本もこちゃんチャイルド４月～３月外の購入の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 上質紙ほか購入にかかる支出について
67,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター購入の支出について
23,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 テント可動部調整工事の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室及び、保健室内埋込式ガス栓交換工事費の支出について
44,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ガスファンヒーター修理の支出について
4,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 吹奏楽部指導講師謝礼の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ２・３月分実習講師謝礼の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 食育活動　講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室講師謝礼（校長経営戦略予算）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室講師謝礼（校長経営戦略予算）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本の伝統文化体験学習講師謝礼金の支出について
27,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本の伝統文化体験学習講師謝礼金の支出について
27,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本の伝統文化体験学習講師謝礼金の支出について
28,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい学習（陶芸）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードシート外購入の支出について
159,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール引戸・金庫購入の支出について
72,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研修用（部落解放・健康教室）の購入の支出について
23,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　外１点の購入の支出について
56,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オカリナ　外購入の支出について
98,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー太字　の購入にかかる経費の支出について
43,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェンソー替刃外　購入の支出について
28,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ他購入の支出について
26,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 散水チューブ　外購入の支出について
25,410
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
55,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保護フィルム購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外の購入の支出について
29,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓　外　購入の支出について
54,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 職員室用デスクマット購入の支出について
73,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土　購入の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健（４月～３月）購読料の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　トナー購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
66,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ外購入の支出について
102,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗用金球　購入の支出について
5,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
65,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学漢字辞典　購入の支出について
73,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗（縦）の購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙　外　購入の支出について
56,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
77,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 初等教育資料購読料　外　２５年４月～２６年３月の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機購入の支出について
26,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
210,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 室名札購入の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニスの購入の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（炭酸カルシウム）購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＭＤ　外　購入の支出について
65,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 箱入りティッシュ外の購入の支出について
8,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱液　他６点購入の支出について
35,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四面ホワイトボード　他購入の支出について
107,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料他購入の支出について
120,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
40,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 足ふきマット　外　購入の支出について
51,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　購入の支出について
194,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲン電球（４個）購入の支出について
82,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスタルスケール外購入の支出について
80,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札外購入の支出について
83,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入にかかる経費の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新しい国語二上指導書外購入の支出について
109,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣　外購入の支出について
257,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
5,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスターにかかる経費の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育技術（４～３月分）外購入の支出について
68,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
175,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
57,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育ニュース　年間購読（４～３月分）　他の支出について
51,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙　外　購入の支出について
56,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
27,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てプラスチック手袋外購入の支出について
52,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室（４～３月号）外購読料の支出について
74,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス取り替え修理の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ修繕工事の支出について
23,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え修理の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂マイク用コンセント修理の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 黒板塗替　補修の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガンの修理・点検の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 煙感知器修理の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボンゴ　修理の支出について
9,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 小型湯沸器修理の支出について
4,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 視力検査器修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂掛時計修理の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機の修理の支出について
5,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラジカセ　部品取替修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室消毒保管庫修理の支出について
37,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料　外の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律業務の手数料の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料　外の支出について
2,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電話機及び電話回線不具合による点検料の支出について
36,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
13,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
14,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定・調整　業務委託の支出について
71,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 瓦屋町グラウンド使用料・３学期（３／２４）の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレットコンピュータ　購入の支出について
138,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
329,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機の購入の支出について
64,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 四面ホワイトボード　他購入の支出について
192,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 鍵盤ハーモニカ　外１点の購入の支出について
176,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
389,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モニター付インターホン購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サイクルポート購入の支出について
388,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤシステムコンポ購入の支出について
127,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本の昔話２０話」外購入の支出について
80,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ならべてみると…」他の購入の支出について
235,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あいうえおばけ」外　購入の支出について
88,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
16,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用遮光カーテンの購入の支出について
81,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブックの購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月）購入の支出について
8,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
62,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 傘たて　購入の支出について
55,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生用テープ　外　購入の支出について
37,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　他　購入の支出について
157,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニフォーム外購入の支出について
201,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌ニュートン、健康教室（４月～３月分）購入の支出について
18,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用フロアオイル　他　の購入の支出について
71,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー他購入の支出について
65,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ　「トイ・ストーリー」他　の購入の支出について
20,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バット購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車の購入の支出について
11,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
78,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
97,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック　外　購入の支出について
289,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パヂチョゴリ外購入の支出について
47,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　印刷の支出について
5,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館東側階段１階防火扉補修工事の支出について
65,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館窓ガラス補修の支出について
16,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別教室扉ガラス入替えの支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理　外の支出について
52,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫修理の支出について
26,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機出張修理の支出について
90,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル印刷機（リコーＢ４１１）修理の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館天井蛍光灯の補修（取替）作業の支出について
87,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（３／２４）の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路資料送付に伴う郵便切手購入（３月２５日）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 入学関係書類送付に伴う郵便切手購入（３／２４）の支出について
32,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（３／２４）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
18,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
26,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
57,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
67,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ユニフォーム外購入の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック　外　購入の支出について
57,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本の農業全６巻」外購入の支出について
320,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あやかし修学旅行」外購入の支出について
92,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ジュニアトレーナー育成講座講師料の支出について
8,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 企業連携授業にかかる講師謝礼金の支出について
31,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
16,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 受領書送付に伴う郵便切手購入（３／２４）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料３月分（３月２５日）の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ぐりとぐらかるた　他　購入の支出について
88,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 研究紀要送付のための郵便料金（３／２４）の支出について
14,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度中学部３年修学旅行下見タクシー乗車の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 保健室シーツ外クリーニング（３／２４）の支出について
2,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部　修学旅行下見にかかる職員入場料３／２６の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 避難用救助袋器具一式（仕様書）購入の支出について
787,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ボールスクープヘッド　他購入の支出について
19,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
17,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 種　外２点　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学生机　外購入の支出について
379,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘンジョン　外　購入の支出について
52,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
31,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デッキわなげ　外　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル握力計　外　購入の支出について
95,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 熱感知器取り替え工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 網戸設置　工事の支出について
244,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２－４出入口すりガラス入替の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 水銀灯補修工事の支出について
183,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館側下足箱横ガラス入替の支出について
41,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン取替え工事の支出について
151,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館倉庫前土間補修工事の支出について
145,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉補修工事の支出について
197,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ便器尿石除去及び通管工事の支出について
156,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ブロック塀補修工事の支出について
514,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室窓ガラス補修の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 体育館ギャラリー出入り口整備工事の支出について
976,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 屋外（正門周辺）改修工事の支出について
999,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル握力計　外　購入の支出について
110,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ひな段　購入の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどもとしぜん（４～３月）他　購入の支出について
46,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどものとも年少版（４～３月）購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳購入の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,145,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 六甲山スノーパーク付添職員入場料の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校特別支援教育研究会の講師謝礼金等の支出について
7,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 アルクのａｂｃＤＶＤボックス購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ「らくらくイングリッシュ１」外購入の支出について
8,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算　体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入（３／２５）の支出について
15,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「教育技術」外購入の支出について
67,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン　購入の支出について
79,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド外購入の支出について
159,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気入れ　購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣他の購入の支出について
127,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーンの購入の支出について
36,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
22,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布団シーツ　外購入の支出について
275,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットホルダー購入の支出について
67,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外購入の支出について
73,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校行事用リボン外購入の支出について
23,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
41,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーチングバンド・シンバル　外　購入の支出について
22,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助具購入の支出について
47,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
196,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初半紙　外　購入の支出について
60,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タライ　外２点の購入の支出について
41,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン・オルガン用専用カバー　購入の支出について
6,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤコンポ外購入の支出について
23,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関マット　購入の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレータイプ消毒液　外購入の支出について
20,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　実践障害児教育（４～３月分）　外購入の支出について
33,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ゴムローラー１号外１６点購入の支出について
142,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外の購入の支出について
48,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
106,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カートリッジインク　外　購入の支出について
254,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名前ゴム印　購入の支出について
9,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健（５月～３月号）購読料　外の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
69,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振り子実験器　外購入の支出について
364,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ他購入の支出について
51,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルボックス購入の支出について
31,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生画用紙　他　購入の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
152,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 円柱の体積説明器外購入の支出について
277,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソッチマ　外　購入の支出について
80,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ屑入れ外購入の支出について
135,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙・外　購入の支出について
167,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー購入の支出について
73,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料の購入の支出について
47,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用紙芝居「浜田ひろすけ紙芝居全集」購入の支出について
22,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 富士通プリンター拡張給紙ユニット購入の支出について
43,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り他の購入の支出について
75,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
18,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンパイプ　外　購入の支出について
27,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
99,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
28,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画版外購入の支出について
185,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチームアイロン　外　購入の支出について
40,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
184,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス　外　購入の支出について
97,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーナーカゴ　外購入の支出について
200,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角鉛筆外　購入の支出について
157,940
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 くい外購入の支出について
27,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ式ファイル他購入の支出について
65,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットファイル　外購入の支出について
92,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「月刊誌実践障害児教育（４～３月分）購入の支出について」
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｑ－Ｕアンケート用紙購入の支出について
112,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　他購入の支出について
195,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土外購入の支出について
51,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ製シール　外購入の支出について
73,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひしゃく　外　購入の支出について
130,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土花の土　購入の支出について
4,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤ほか　購入の支出について
87,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
20,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん（ 大秤量３１０ｇ）外購入の支出について
72,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道筆　外　購入の支出について
87,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳び箱　外（集約物品）購入の支出について
366,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車外１点購入の支出について
16,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール台車外購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご」外購入の支出について
72,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗購入の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍ピアサポートによるトラブル～外購入の支出について
33,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗　外の購入の支出について
123,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
5,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡外購入の支出について
24,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外の購入の支出について
93,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　購入の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム外の購入の支出について
113,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルラック購入の支出について
182,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 畑の土他購入の支出について
41,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミホイル外購入の支出について
78,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳と特別活動　（１０月～３月）購読料の支出について
4,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土他購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗購入の支出について
58,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落としマット購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチローラー筒外購入の支出について
26,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「韓国・朝鮮と出会おう」外購入の支出について
33,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイリングキャビネット　他購入の支出について
181,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気注入針ほかの購入の支出について
59,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロベリア苗　購入の支出について
1,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル外購入の支出について
58,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドライン用石灰購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
99,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
10,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
85,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
96,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食衣外購入の支出について
43,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造購入の支出について
45,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン　購入の支出について
224,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務机　購入の支出について
49,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 面取りガラス外購入の支出について
96,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノートパソコンラック外購入の支出について
131,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディクリーナー外の購入の支出について
108,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランターの購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車外購入の支出について
106,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
301,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４～３月）　外１件　購入の支出について
18,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグタッチシート外９件購入の支出について
93,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニング用ラダー他購入の支出について
45,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント四つ切購入の支出について
82,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ小　他　の購入にかかる経費の支出について
23,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スパテラ　購入の支出について
51,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水ほかの購入の支出について
97,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 展示スタンド　外購入の支出について
22,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国語教材ポスター　外　購入の支出について
31,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　他購入の支出について
59,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カル（剣舞用剣）　外　購入の支出について
49,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク外購入の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし外購入の支出について
125,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー他１点の購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブルほかの購入の支出について
31,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土外購入の支出について
43,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙各色の購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
102,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
16,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒他購入の支出について
49,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター　外購入の支出について
223,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用新聞架　購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育技術小学一年「１０月～３月号」外　購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
41,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒外購入の支出について
48,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トゥホ外購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火用バケツ購入の支出について
8,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス購入の支出について
116,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用混合培養土購入の支出について
7,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター外購入にかかる経費の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点火棒他購入の支出について
333,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン他購入の支出について
145,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
106,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
37,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　他　購入の支出について
65,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペンチップ外購入の支出について
79,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
64,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひな段用エッジカバー外購入の支出について
1,890



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　教育技術（４～３月分）購読料の支出について
59,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリア花　外購入の支出について
24,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙他購入の支出について
64,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ぞうきんハンガー・消火バケツ他購入の支出について
78,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
51,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊健康教室他購読料の支出について
33,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床張替作業用フローリング材、他購入の支出について
394,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 片袖机　外購入の支出について
55,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「おきゃく、おことわり？」外購入の支出について
41,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコード購入の支出について
8,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
375,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
47,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤他購入の支出について
41,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養護用椅子他購入の支出について
87,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
19,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　外１点の購入の支出について
76,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製しゃもじ　外　購入の支出について
79,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オニムゲームの購入の支出について
288,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり　外購入の支出について
42,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　ブラック外購入の支出について
174,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 閉校式典にかかる礼状の印刷の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
79,889,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ水漏れ補修工事の支出について
38,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過吹出口コーキング補修の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
8,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの補修の支出について
3,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館　普通教室黒板張替修繕の支出について
138,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 終会所排水管補修の支出について
86,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門扉取手　補修工事の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内ガス配管修繕工事の支出について
108,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替配線補修工事の支出について
42,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎３階パソコン室外ガラス割替えの支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年１組　屋外側窓ガラス補修工事の支出について
8,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス窓補修の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸器修理の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 火災報知器修繕の支出について
145,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機の修理の支出について
30,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋上排気ファン不良修理の支出について
86,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 東側門扉錠前修理の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰエアコン修理の支出について
3,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
50,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
4,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン修理の支出について
64,050
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体重計修理の支出について
20,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴール修理の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 からくり時計修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
30,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫修理の支出について
18,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏木琴修理の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター鍵修理の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
41,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜点火不良修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用包丁殺菌庫修理の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理の支出について
39,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂暗幕及び舞台幕修理の支出について
63,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 給食室衣類乾燥機収集運搬・リサイクル回収料の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外リサイクル手数料及び回収運搬料の支出について
6,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外　調律経費の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外リサイクル手数料及び回収運搬料の支出について
8,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事務机廃棄処分手数料の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室衣類乾燥機収集運搬・リサイクル回収料の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
10,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書の支出について
14,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務に係る筆耕翻訳料の支出について
5,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
6,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
5,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務にかかる委託料の支出について
62,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託経費の支出について
48,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
67,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（がれき類）収集運搬処理業務委託の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木工用接着剤　他購入の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルハイビジョンビデオカメラ購入の支出について
50,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
276,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ１台購入の支出について
174,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スチール台車外購入の支出について
134,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段用エッジカバー外購入の支出について
61,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子オルガン（仕様書）購入の支出について
405,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ファイリングキャビネット　他購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 音楽教室用オルガンほか　購入の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミホイル外購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンター　外購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 除草剤他購入の支出について
64,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上スライド丸ノコ　購入の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 台車外１点購入の支出について
47,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター外購入にかかる経費の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポリッシャー購入の支出について
136,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
213,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スピーカー他１点の購入の支出について
71,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 指揮台購入の支出について
102,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル印刷機購入の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミシン糸外購入の支出について
66,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子オルガン　購入の支出について
164,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機の購入の支出について
294,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン・オルガン用専用カバー　購入の支出について
272,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 細断器購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＩＣＴ機器接続用ノートＰＣ購入の支出について
233,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 片袖机　外購入の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ぼくら　他　購入の支出について
233,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 おばけのはなし外（図書室用）購入にかかる経費の支出について
302,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「新レインボー国語辞典」購入の支出について
73,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書購入の支出について
154,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「チャレンジ小学漢字辞典」外購入の支出について
69,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　海底二万里（上・下）外購入の支出について
206,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「こころの花たば」他図書室用図書購入の支出について
109,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「広がる！漢字の世界」外　購入の支出について
256,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　未来のおとなに語る第１期外購入の支出について
103,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『ぼくの村にサーカスがきた』他購入の支出について
174,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ３月措置分生活指導訓練費の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 おはなし会にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石防止剤　購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
40,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック購入の支出について
34,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 診察用寝台　外　購入の支出について
181,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トゴリ衣装セット外購入の支出について
58,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗頭購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニュートラコート　購入の支出について
124,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビドアホン　外　購入の支出について
31,290



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 潅水ホース　外購入の支出について
14,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け布団外購入の支出について
173,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＲ　ＰＬＵＳ用交換キット　外購入の支出について
49,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スキルスクリーン　外購入の支出について
31,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度１年生用氏名ゴム印購入の支出について
15,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外購入の支出について
99,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ外購入の支出について
43,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀立台外購入の支出について
20,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール　他　購入の支出について
101,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボールの購入の支出について
20,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
65,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
94,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
132,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料他　購入の支出について
60,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 肥料他購入の支出について
26,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用プロテクター　外　購入の支出について
172,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エニシダ（大）他購入の支出について
72,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用水性ワックス外購入の支出について
111,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット外購入の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角椅子購入の支出について
238,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 のこぎり替刃外購入の支出について
48,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
60,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
9,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス瞬間湯沸かし器（保健室用）購入にかかる支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターナイフ外購入の支出について
20,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
18,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光ランプ外購入の支出について
22,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車（防犯登録料込）購入の支出について
79,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式書架外購入の支出について
103,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用ＣＤ－ＲＯＭの購入の支出について
34,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　ほか　購入の支出について
9,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター外　購入の支出について
77,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール専用圧力計　外　購入の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
236,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンたわし付スポンジ　外　購入の支出について
31,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカー　外　購入の支出について
28,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フィジオロールボール　外　購入の支出について
31,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１４年度　生徒手帳の製造の支出について
86,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校内緑化用苗木購入（３月２６日）に係る経費の支出について
18,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー　外購入の支出について
230,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
162,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　トナー購入の支出について
34,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パテ　外購入の支出について
47,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
61,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
22,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター（ＲＺ－５７０用）購入の支出について
106,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗購入の支出について
13,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ベルトサンダー、他購入の支出について
189,945
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート　外購入の支出について
65,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子天秤　外　購入の支出について
85,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 引違書庫　外　購入の支出について
113,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
40,221,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井ボード取替補修工事　外の支出について
147,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館２階　網入り菱ガラス緊急補修の支出について
19,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館スポットライト補修の支出について
11,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送用調整卓内アンプ修理の支出について
28,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン外修理の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ（錠前他）の修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
23,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具の修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス　修理の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 緊急タクシー代の支出について
980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路用書類発送にかかる郵送料（３／２５）の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 高校進学にかかる生徒指導要録抄本外の郵送料の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
31,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ　調律の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律にかかる手数料の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
11,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への生徒名等の揮毫業務委託の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
25,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃の支出について
80,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託料の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃の業務委託の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
112,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
87,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
78,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
43,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 クレオ大阪西施設使用料（３／２６）の支出について
474,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　外（集約物品）購入の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソプラノサクソフォン購入の支出について
231,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホルン購入の支出について
246,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ購入の支出について
327,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 Ｂ♭スーザフォン　購入の支出について
317,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 粘土練り機　購入の支出について
178,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用書籍「世界のロボット」外購入の支出について
255,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「二十四の瞳」　外　購入の支出について
330,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「天文入門シリーズ」他　購入の支出について
60,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「夢幻花」外購入の支出について
118,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「人類の歴史大年表」外購入の支出について
334,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きみと、ずっと、いっしょ」外購入の支出について
120,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「楽隊のうさぎ」外購入の支出について
113,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ことばの力」他購入の支出について
83,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用器具の購入の支出について
36,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書公印刷り込み他の支出について
18,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 校誌「青雲」印刷の支出について
14,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 高校生活の印刷経費の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,100,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 正門電気錠修理の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度卒業証書揮毫業務の支出について
24,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 現像廃液処理業務委託の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 汚水槽等清掃業務委託の支出について
190,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かにみそ」の購入の支出について
171,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
205,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トランポリン　ゴムケーブルの購入の支出について
99,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,866,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 教師用机外重量物運搬業務委託の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 メタルハライドランプ外購入の支出について
115,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
55,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 跳び箱　外（集約物品）購入の支出について
33,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カード立て　外　購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハーフ直定規外購入の支出について
17,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 美術机・椅子セット（仕様書）購入の支出について
585,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 黒板拭きクリーナー　購入の支出について
24,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トランシーバ購入の支出について
79,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルラジカセ外４点購入の支出について
118,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 平面木製枠黒板貼替補修工事の支出について
72,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館及び格技室照明補修工事の支出について
74,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
181,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室トイレ排水管補修工事の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂出入口鉄扉補修工事の支出について
61,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内給水元弁取替工事の支出について
239,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明設備リモコンスイッチ緊急補修工事の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室の電気器具取替工事の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室配管改修ガス設備工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替工事の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館校舎校長室・職員室用空調室外機修理の支出について
256,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館２階１年２組照明器具　取替工事の支出について
26,250
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 木製書架　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 印刷機　購入の支出について
336,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　外（集約物品）購入の支出について
64,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フラワーペーパー、モールの購入の支出について
2,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート他の支出について
52,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本キンダーおはなしえほん４月～３月の購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
42,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
20,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
4,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
3,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育室用月刊絵本（年少ライブラリー）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどものとも１・２・３（５～３月号）購入の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
43,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
3,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
35,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
11,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 究指導にかかる講師謝礼金の支出について
14,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 重力軽減環境訓練システム　講習会の支出について
22,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ミニホワイトボード他１点購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 「わたしたちの結晶」印刷の支出について
148,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究にかかる講師謝礼金の支出について
4,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語講師謝礼金（６学年×４クラス）の支出について
112,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 点字体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔のくらし体験学習にかかる講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
89,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
100,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,573,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
599,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
976,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓋付きボール　他　購入の支出について
92,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸外購入にかかる経費の支出について
38,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
101,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
52,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サニタリーボックス購入の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
274,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
700,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
167,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
39,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室ガス湯沸し器移設工事の支出について
14,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎３階廊下漏電改修工事の支出について
77,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
51,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
83,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
262,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
96,180
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
13,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
37,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
61,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
110,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
8,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
343,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
107,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
32,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
52,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
98,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
20,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
725,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（３月分）　　　　　　　　　　の支出について
834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ステンレスドア補修工事の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導書類送付に伴う郵送料（３月２６日）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
20,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
18,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度用生徒手帳印刷の支出について
76,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボード購入の支出について
53,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＬ教室用ヘッドフォン購入の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
17,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ収納ケース外購入の支出について
24,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　　　　　　購入の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
53,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館報製作の支出について
24,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラフターの修理の支出について
399,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 調査書等受領書送付用切手代（３／２６）外の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＡＥＤ収納ケース外購入の支出について
276,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書「たぶんねこ」外購入の支出について
7,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
7,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
71,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り機　外　購入の支出について
141,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
257,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
82,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「たぶんねこ」外購入の支出について
19,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス管補修工事の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター入替工事の支出について
198,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室前廊下側３Ｆガラス入替の支出について
22,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外壁漏水補修工事の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
1,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラスの補修工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 万年塀改修工事の支出について
788,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
19,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノートの購入の支出について
23,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート外購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
12,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 おもちゃ使用料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 美術科担当者会にかかる講師謝礼の支出について
28,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ購入の支出について
90,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年そろばん指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解「カレー作り」調理実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
750,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援用図書「やさしいめいろ」　外購入の支出について
9,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
59,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ　外　購入の支出について
43,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
447,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 投的板用板　外購入の支出について
36,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木魚　外購入の支出について
25,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着ローラースペア　外購入の支出について
21,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
185,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
35,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「初等教育資料」（４月～３月分）購読の支出について
6,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバル購入の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 検知管式気体測定器　外７点の購入の支出について
81,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビシネスチェアー外購入の支出について
20,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
28,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導者用電子オルガンカバーほかの購入の支出について
13,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振り子実験器外購入の支出について
146,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「であい」２０１３年度バックナンバー購入の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロール紙　外購入の支出について
86,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
54,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌『食育フォーラム』ほか４月～３月購読料の支出について
32,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンターカートリッジ外　購入の支出について
56,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーモール外の購入の支出について
24,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
27,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験器具　気体採集器外購入の支出について
187,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯安定器購入の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入　外の支出について
34,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外４点購入の支出について
35,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 足ふきマット外購入の支出について
99,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
146,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　新しい保健ニュース４月～３月外購入の支出について
39,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
64,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
78,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロア畳購入の支出について
144,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリーパック　外２点の購入の支出について
107,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体　酸素　外購入の支出について
71,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 物品整理棚購入の支出について
144,387
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名ゴム印　外購入の支出について
13,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙Ｂ４他購入の支出について
191,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面スチール黒板購入の支出について
187,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードリーダー　外３点の購入の支出について
28,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国旗他購入の支出について
33,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロン袋ほかの購入の支出について
94,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル　外　購入の支出について
207,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ外購入の支出について
87,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーフィルム外購入の支出について
5,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新畳　購入の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンばさみ外の購入の支出について
32,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボールバット　購入の支出について
12,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシートほかの購入の支出について
108,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生トナーほかの購入の支出について
198,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　外購入の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 物干しスタンド外購入の支出について
76,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸かし器購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育ニュース　外　購入（４～３月分）の支出について
46,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤ・ＵＳＢ・ＣＤラジオの購入の支出について
132,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウォーターポロボール　外　購入の支出について
50,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロ複合機トナー　購入の支出について
57,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
14,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー外購入の支出について
25,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液購入の支出について
16,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス購入の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みんなのうたＣＤＢＯＸ他８点購入の支出について
38,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
177,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗の購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリンダー錠購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板外購入の支出について
53,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　他　購入の支出について
132,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル気体チェッカー購入の支出について
216,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスストーブ　購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
129,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
76,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 普通紙外購入の支出について
73,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 初等教育資料（４～３月分）他購読の支出について
134,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロッケン外購入の支出について
69,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙単色　他購入の支出について
47,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　外　購入の支出について
71,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札他購入の支出について
70,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
18,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式プログラム印刷の支出について
18,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞『こどもやまのうち』外１点　印刷の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン　補修工事の支出について
153,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス修理代の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ブレーカー増設工事の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関扉オートヒンジ取替補修工事の支出について
60,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替修理の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階女子トイレバルブ交換補修工事の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂出入口ドアガラス入替補修工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大器の修理の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 風炉型電熱器修理の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室の照明器具修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ弦張替修理　外の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
18,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子オルガン　修理の支出について
52,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗剤供給装置修理の支出について
16,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 誘導灯修理の支出について
57,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂舞台幕修理の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防犯カメラ修理の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 池用濾過機修理の支出について
173,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤ヒーター修理の支出について
104,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室移動シンク修理の支出について
39,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 便器水漏修理の支出について
16,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用ノートＰＣ修理の支出について
34,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ３台調律手数料の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ弦張替修理　外の支出について
29,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
24,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
36,256
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
73,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託料の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント（集会用）購入の支出について
336,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ティンパニー　外の購入の支出について
290,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 薄型デジタルテレビ４０型６台購入の支出について
305,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 耐火金庫　購入の支出について
220,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 指導者用電子オルガンカバーほかの購入の支出について
136,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 鍵盤ハーモニカ　外購入の支出について
135,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 逆上がり補助器購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
83,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ノンフィクション特選」外購入の支出について
17,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「続・しごとば」外購入の支出について
260,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
48,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ナツカのおばけ事件簿」外購入の支出について
318,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「のねずみチッチ」外購入の支出について
390,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書楽しい６年生のための学級文庫外購入の支出について
95,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「かもとりごんべえ」他購入の支出について
399,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「国語辞典」　外　購入の支出について
182,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「深海魚」外　購入の支出について
147,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 おはなし会にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー　外購入の支出について
65,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手あみ糸　外　購入の支出について
23,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
198,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用　土　購入（３／２７）の支出について
1,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
73,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル　購入の支出について
74,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール机（仕様書）購入の支出について
523,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
122,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
25,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 やかん（４個）購入の支出について
18,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用ゴム印購入の支出について
31,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箏爪外購入の支出について
45,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 略旗購入の支出について
33,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
65,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立て（４０本入れ用）の購入の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌ヒューマンライツ購読料（４～３月分）の支出について
5,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生氏名ゴム印　購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊部落解放（４月～３月）購読料外購入の支出について
24,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
76,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
38,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
104,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
41,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
335,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「聴く中国語」外（４月～３月分）購入の支出について
38,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バットケース　外　購入の支出について
74,529
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機用替刃他　購入の支出について
53,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 民族衣装外購入の支出について
103,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 一眼レフカメラ　外の購入の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 得点板購入の支出について
30,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テプラ用カートリッジ　外購入の支出について
69,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札（新１年生用）製造の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗　外購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌おひさま（４月～３月）外購入の支出について
42,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ボール他購入の支出について
98,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プールフロア外購入の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤　購入の支出について
76,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札製造の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ手洗い場排水詰まり修繕工事の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 扉ガラス外補修工事の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎破損ガラス入替補修工事の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理外の支出について
34,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進学関係書類送付に伴う郵便切手購入（３／２７）の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類　郵送（３月２７日）の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
31,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律（４台）の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機　刃研磨の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律　手数料の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
100,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
73,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
28,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
81,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大型ゴミ処分業務委託料の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
51,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
23,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃委託業務の支出について
79,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＤＶＤ「ひめゆり」借入の支出について
100,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット　外（仕様書）購入の支出について
3,456,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 展示板　購入の支出について
61,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機（裁断刃物交換調整不用方式）購入の支出について
257,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　初級クラウン英和辞典外購入の支出について
352,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
218,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
146,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 進路指導書籍（９月、１２月、３月）購入の支出について
2,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校ＰＲポスター送付用郵便切手代（３／２７）の支出について
100,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
102,375
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 略旗購入の支出について
49,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 更衣ロッカー購入の支出について
224,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 三脚　購入の支出について
15,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ストップウォッチ購入の支出について
3,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館鉄骨ブレース保護ボード補修工事の支出について
397,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂の照明及び天井ボードの取換補修工事の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階男子トイレ洋式便器詰り補修工事の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館扉フランス落とし取替工事の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室ガス湯沸し器移設工事の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修の支出について
267,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置分解補修の支出について
171,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井補修その他工事の支出について
385,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室漏水補修工事の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １Ｆ図書室窓ガラス割替え工事の支出について
34,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 自然体験講習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ぴこちゃんえほん（４月～３月号）の購入の支出について
12,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
33,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
98,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園のたより他購入の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 不織布他購入の支出について
67,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
14,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
76,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊知識ライブラリー（４～３月号）外購入の支出について
70,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　購入の支出について
44,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育絵本こどものとも「４～３月分」購読料の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　こどものとも（４～３月分）の購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　チャイルド他（４～３月分）の購入の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 グラウンド排水カイショマス設置工事の支出について
74,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
45,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律業務委託の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
4,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への生徒氏名等揮毫の支出について
12,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ファックス購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　分担金 テレビ共同アンテナ受信料年会費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科研究発表会にかかる講師謝礼の支出について
48,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クリアーポケット他購入の支出について
94,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 雑草ブラシ　外　購入の支出について
12,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 カラーロープ購入の支出について
34,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 体育指導用図書「体育科教育学入門」外購入の支出について
16,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンタ用インク　外　購入の支出について
64,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード　購入　の支出について
23,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表資料印刷の支出について
264,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 がんばる先生支援研究成果報告冊子郵送用切手購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化講習会にかかる講師謝礼の支出について
4,000



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 邦楽体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日体験談講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本の伝統文化体験学習講師謝礼金の支出について
9,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 多文化共生についての講演にかかる講師謝礼の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 わらじ作り活動体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国への理解を深める講演会にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアワックス購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗ノースポール外購入の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 桜型名札外購入の支出について
73,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小食缶外１点　購入の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車用ロック　外購入の支出について
1,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入り封筒　印刷の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌教育技術　（４～３）他購入の支出について
67,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー購入の支出について
69,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用ベニヤ版・習字半紙購入の支出について
70,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車の購入の支出について
94,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用児童図書購入の支出について
20,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保管庫　他購入の支出について
231,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外購入の支出について
69,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
75,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
10,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
97,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
71,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外購入の支出について
62,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
20,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日々草外購入の支出について
13,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ　他　購入の支出について
93,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明ボビンケース　他購入の支出について
70,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚セット　外購入の支出について
289,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て舌圧子外購入の支出について
78,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平机　購入の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白衣外の購入の支出について
53,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
82,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスタープリンター他購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーソナルコンピュータ購入の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気清浄機外購入にかかる経費の支出について
151,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
50,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツ石灰購入の支出について
19,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
9,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆上がり補助器の支出について
46,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 棒磁石　外購入の支出について
205,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ購入の支出について
38,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外購入の支出について
81,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　外購入の支出について
64,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん液購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　購入の支出について
68,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造のの支出について
56,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土ほかの購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外購入の支出について
34,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国語（英語）活動用ＣＤ外購入の支出について
20,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベル印字機購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ミシン購入の支出について
369,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙他購入の支出について
6,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 机収納台車の購入の支出について
37,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 延長コード外購入の支出について
55,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェンソー替刃外　購入の支出について
14,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
21,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙ほか購入の支出について
92,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型ザル外購入の支出について
42,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印、他購入の支出について
23,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
911,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カルチュム　他購入の支出について
57,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスラーサー輪切刃物　購入の支出について
30,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
73,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用ゴム印購入の支出について
8,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印の購入の支出について
7,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
370,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルストップウォッチ　外　購入の支出について
24,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４～３月分）購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
59,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札　外　購入の支出について
21,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他　購入の支出について
50,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外購入の支出について
252,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　他　購入の支出について
74,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管（酸素）ほか　購入の支出について
42,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車スタンド　外購入の支出について
182,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電球外購入の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
39,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　桜型　外　製造の支出について
169,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
127,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料他購入の支出について
18,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
34,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグタッチシートほかの購入の支出について
34,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印外購入の支出について
94,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数指導用発表ボード購入の支出について
198,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる配合肥料の購入（３／２８）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用具ロッカー購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,123,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業実施による園芸用土購入（３／２８）の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用校名入り名札ケース付（製造）購入の支出について
52,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童英検　テスト用紙の購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッヂボール他の購入の支出について
189,660
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印購入の支出について
32,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玉投げゲーム他１２点の購入の支出について
326,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「教育技術（１年）」４月～３月　外　購入の支出について
68,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー外購入の支出について
174,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
9,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふた付ボールほか購入の支出について
116,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
145,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機、裁断機替刃セット購入の支出について
31,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひらがな５０音表　外購入の支出について
127,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター（Ａ４）購入の支出について
200,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
207,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 厨房作業台の購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カットソー　購入の支出について
17,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　外購入の支出について
140,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用「園芸用土」購入（３／２８）の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
117,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボールセット外購入の支出について
37,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デュプロ印刷機マスター購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
78,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター増設ユニット　他　購入の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクアンダーラック外購入にかかる経費の支出について
154,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス、他購入の支出について
57,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト　他の支出について
218,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノカバー外購入の支出について
35,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニホーキ　外６件　購入の支出について
54,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小型ガス湯沸かし器購入の支出について
41,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材用図書「きみの家にも牛がいる」の購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス購入の支出について
31,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラッカースプレー　外　購入の支出について
31,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップハンガー購入の支出について
56,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
77,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗　購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロックスノコ　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードルカバー　外　購入の支出について
72,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
166,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙他の購入の支出について
98,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
41,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン外購入の支出について
76,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン外購入の支出について
239,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生ＰＰＣ用紙の購入の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステレオシステム　外　購入の支出について
178,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電話台　外　購入の支出について
76,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー　購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
16,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校放送テキスト（１～３学期分）外購入の支出について
19,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
78,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスチューナーユニットほか購入の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
85,365
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
383,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
1,173,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット　外　購入の支出について
115,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみばこ　外購入の支出について
70,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つい立て　外　購入の支出について
67,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札（１年～６年）製造の支出について
40,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用ドラムカートリッジ購入の支出について
37,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　外購入の支出について
28,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外購入の支出について
82,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
25,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土　外　購入の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 五色百人一首他購入の支出について
284,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール　購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉朱液外購入の支出について
35,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ外購入の支出について
35,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳び箱運搬車　外　購入の支出について
89,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
56,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第　印刷の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　他印刷の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １Ｆ男子便所照明スイッチ補修工事の支出について
9,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
28,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン他修理の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室牛乳保冷庫　修理の支出について
44,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
30,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
47,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
79,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送設備（スピーカー）修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋上出口扉シリンダー錠取り替え修理の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（２台）修理の支出について
99,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エンジンブロア修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　修理の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
96,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用キャベツ外購入の支出について
116,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛肉外購入の支出について
79,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用秋刀魚蒲焼外購入の支出について
56,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
15,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用乳酸飲料外購入の支出について
10,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用キングドーナツ外購入の支出について
370,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 入学式案内状送付に伴う郵便切手購入（３／２８）の支出について
8,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　回収料金の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 片袖机処分費の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　回収料金の支出について
2,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律手数料の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランピアノ調律の支出について
26,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 パワーアップテスト　コンピュータ診断料の支出について
75,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 屋外バスケットゴール撤去手数料の支出について
35,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 音楽室外ピアノ調律の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ガスヒーポン室内機高圧薬剤洗浄の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 講堂・音楽室ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
14,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
44,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
9,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
7,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
57,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託料の支出について
64,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内芸術鑑賞業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 除草防草地面防護作業　業務委託の支出について
415,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
66,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
64,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 児童英検　採点委託の支出について
124,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託にかかる経費の支出について
72,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃にかかる業務委託の支出について
41,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 立奏木琴購入の支出について
104,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ購入の支出について
352,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 自転車用ロック　外購入の支出について
93,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ購入の支出について
102,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 英語表記校名銘板の製造の支出について
196,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナーユニットほか購入の支出について
153,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 色画用紙　外購入の支出について
75,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱運搬車　外　購入の支出について
36,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 包丁・まな板殺菌収納庫購入の支出について
152,250
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トーンチャイム　購入の支出について
72,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機　購入の支出について
294,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル身長体重計の購入の支出について
256,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポスタープリンター他購入の支出について
320,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋内外兼用マットの購入の支出について
91,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機、裁断機替刃セット購入の支出について
283,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用　わがままいもうと　外　購入の支出について
271,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１２分の１の冒険」外購入の支出について
209,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「富士山の大図鑑」　外購入の支出について
20,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　かわいい動物の本　外　購入の支出について
338,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　きいろいばけつ　外購入の支出について
113,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア」外購入の支出について
218,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ブンダバーとわんわん」外購入の支出について
44,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「人生の言葉」外購入の支出について
187,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「グレッグのダメ日記」外購入の支出について
17,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　職業講話　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講話に係る講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学習カウンセリング事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　外　製造の支出について
110,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札製造の支出について
32,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
62,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール　購入の支出について
13,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック他購入の支出について
80,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業文集購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外の購入の支出について
60,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空気入れ外購入の支出について
55,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外の購入の支出について
17,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「月刊誌」健・中等教育資料（４～３月分）購読料の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
418,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
177,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄工やすり　外　購入の支出について
69,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度　生徒手帳の製造の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板用壁紙購入の支出について
23,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリヤ　購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具　購入の支出について
17,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 懐中電灯　外購入の支出について
30,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 安全めがね他購入の支出について
153,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「養護教諭ー毎日の執務とその工夫ー」購入の支出について
1,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙外１点の購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
604,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布ガムテープ　外　購入の支出について
33,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌目薬　外　購入の支出について
60,427
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒氏名ゴム印購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
145,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鶴見区詳細地図　購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソケットレンチセット外購入の支出について
73,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル他購入の支出について
83,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブックＡ４外購入の支出について
63,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　購入の支出について
55,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＮＥＷＣＲＯＷＮ指導用ＣＤ　購入の支出について
99,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤　他　の購入の支出について
47,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡチェア　他　購入の支出について
216,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 四ツ目ぎり外購入の支出について
65,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーコンテナ購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギタースタンド外購入の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙の購入の支出について
1,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフトほか購入の支出について
272,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
57,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札製造の支出について
14,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語用教材フラッシュカード購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
17,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
52,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メモリーカード外購入の支出について
61,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープほか購入の支出について
78,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 写真専用紙外の購入の支出について
83,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ乾燥剤外購入の支出について
40,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリア　外　購入　の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
58,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　外　製造の支出について
71,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札の製造の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
10,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第の印刷の支出について
10,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷の支出について
45,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第の印刷の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書授与式式次第印刷の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 部室ドア鍵の補修工事の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
15,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館水銀灯取替工事の支出について
157,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館２階男子トイレ小便器補修工事の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井補修工事の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
49,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
34,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
25,746
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校門モニター付インターホン修理の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用いちごのフール外購入の支出について
148,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
16,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用ミルクティー外購入の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う郵便切手の購入（３／２８）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路用調査書送付に伴う郵便切手購入　３／２８の支出について
14,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 保健室等にかかるクリーニング代の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律代の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
21,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
76,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
77,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
57,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
28,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 一泊移住下見にかかる高速道路通行料金の支出について
2,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ギタースタンド外購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
69,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（仕様書）購入の支出について
550,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段　購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ロボット世界のサバイバル」外購入の支出について
372,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ノボさん」外の購入の支出について
178,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「迷宮ヶ丘」外　購入の支出について
390,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「伊勢神宮」　他購入の支出について
168,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ他購入の支出について
44,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（９～２月分）の支出について
23,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
64,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
42,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーキの購入の支出について
37,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
14,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊切り抜き速報健康りてらしぃ他購読４～３月の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳（カバー付）　　製造の支出について
102,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍の購入の支出について
22,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電動雲台外の購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マスクライトテープ他購入の支出について
10,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバムの購入の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
378,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（９～２月分）の支出について
23,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学のしおり印刷の支出について
41,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
451,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 包丁研ぎ処理手数料の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マスクライトテープ他購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレススピード計測システム装置購入の支出について
367,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「さんすくみ７」外図書室用書籍の購入経費の支出について
86,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 ＩＣＴ機器活用研修会にかかる講師謝礼金の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸用土外購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
24,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
5,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
6,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
154,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー　修理の支出について
30,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 かごの購入の支出について
1,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤ「コーラスフェスティバル」　外　購入の支出について
50,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消火用バケツ購入の支出について
7,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 引違い書庫購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高度化成肥料購入の支出について
19,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
97,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ティーバッティングスタンド　外購入の支出について
28,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 懐中電灯の購入の支出について
7,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 児童名札　他購入の支出について
159,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室ほか天井照明器具取替え他工事の支出について
138,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備の配線修繕工事の支出について
332,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館ポンプ室排水ポンプ取替補修工事の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科準備室外　扉補修調整工事の支出について
43,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具の取り換え工事の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館２階パイプシャッター補修の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂庇防水工事の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別教室照明器具補修工事の支出について
171,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管通管および整備の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備補修の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館電動バスケットゴール修理の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂照明器具取り替え工事の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バスケットゴール　電動部修理の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階ＬＬ教室固定家具撤去処分工事の支出について
177,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室漏水補修工事の支出について
89,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台国旗等掲揚用バトン設置工事の支出について
78,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館３階１－４出入口すりガラス入替の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 掃除流し取替補修の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 太陽光発電設備パワーコンディショナ補修工事の支出について
137,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎屋上給水管補修の支出について
178,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 誘導灯取替工事の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターフォン及び配線　外　修理工事の支出について
121,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 紙裁断機購入の支出について
91,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ひな壇　購入の支出について
197,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧洗浄器　購入　の支出について
285,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デスクトップパソコン２台購入の支出について
200,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本知識ライブラリー（４～３月）の購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
24,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
15,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おはようブックＬ　他購入の支出について
18,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 特製名札　外６件購入の支出について
98,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
26,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
88,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
22,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ニューカラーケント紙（全判）購入の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 やわらかミニコーン　６色セット他購入の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌初等教育資料４月～３月購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ブックの購入の支出について
8,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年間購読冊子（初等教育）の支出について
6,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート（３歳児）の購入の支出について
6,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート・出席シール　購入の支出について
27,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フープスタンドの購入の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸の購入の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 蛍光ランプ　外の購入の支出について
9,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどものとも年少版（４～３月）購入
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かんきょうかがくえほん（４～３月）他購入の支出について
25,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床油の購入の支出について
28,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
18,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
16,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育室用絵本購入の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 オーニング張替え工事の支出について
345,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 トイレ洗面台排水菅補修工事の支出について
31,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 窓ガラス割れ替え工事の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 空調機修理代の支出について
33,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書押毫業務の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターの購入の支出について
69,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 体感型ゲーム用センサー　購入の支出について
99,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車　購入の支出について
163,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　備品修繕料 サーバー修理の支出について
214,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育学習にかかる講師代の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい児自立支援事業実施に伴う講師謝礼の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生き方科（ＵＤの取り組み）講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
133,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おう吐物凝固剤　外１７点購入の支出について
318,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物　としょかん通信購読（４月～３月）の支出について
10,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　外購入の支出について
85,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
18,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 配膳台購入の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンコロ石外購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印　購入の支出について
6,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
269,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸切りはさみ　外　購入の支出について
76,420
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡　外　購入の支出について
36,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健　外　購読料（４～３月）の支出について
63,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク　購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
63,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示用小学保健ニュース外（４月～３月分）購読料の支出について
46,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他購入の支出について
280,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走高スタンド　購入の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホーキ外購入の支出について
53,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
97,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌室内マット外被袋購入の支出について
62,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「食育ニュース」（４月～３月分）購入の支出について
15,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動穴あけ機外購入の支出について
141,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
27,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　製造の支出について
80,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバムの購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンター用ロール紙他購入の支出について
41,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
1,377,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓外購入の支出について
93,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印外　購入の支出について
80,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習机外１点購入の支出について
387,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「教育技術４月号」外購入の支出について
86,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外　購入の支出について
118,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール５号球（緑）６個外購入の支出について
17,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外の購入の支出について
77,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
490,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼き物機用ホテルパン購入の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
123,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語ワークシート集１年外購入の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
555,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管、他購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛乳かご　購入の支出について
119,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
378,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数教授用物品「定規」他の購入の支出について
77,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土他購入の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　育誠購読料（４～３月分）の支出について
1,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オープン書庫購入の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　他　購入の支出について
172,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドブラシ外購入の支出について
14,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
337,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
180,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク　外１件　購入の支出について
139,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ　外　購入の支出について
78,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
567,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２５年度卒業アルバムの購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ室外機修理部品　購入の支出について
36,603
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤他購入の支出について
51,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外　購入の支出について
112,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙セット外　購入の支出について
56,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
23,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
991,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクの購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用　樹脂仕上剤外購入の支出について
156,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板　外購入の支出について
168,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
45,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　外購入の支出について
61,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
203,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ・クラフトテープ他購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
404,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テント用ウェイトほか　購入の支出について
57,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「ポプラせかいの絵本」他購入の支出について
346,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　実践障害児教育（５～３月分）外購入の支出について
82,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
94,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
169,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスたわし外の購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　外購入の支出について
53,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
846,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ用替ラーグ他購入の支出について
214,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板（９００ｍｍ×１７００ｍｍ）購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平太鼓セット外購入の支出について
48,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
91,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ　外の購入の支出について
40,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
369,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン用プリンター購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 部落解放購読料（４～３月分）の支出について
7,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝顔の種（追肥つき）外の購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書算数ソフト他購入の支出について
396,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓚酸アルマイトボール　外　購入の支出について
125,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン購入の支出について
123,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白上質紙他購入の支出について
42,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 誘導灯の購入の支出について
70,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四方連結式カラーマット購入の支出について
239,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
32,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「ドレミファランド」外　購入の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス炊飯器購入の支出について
99,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製作の支出について
98,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙　他購入の支出について
81,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １年教科書及び指導書購入の支出について
76,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
344,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語指導書１～６年の購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウオッチ他購入の支出について
93,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー　外購入の支出について
99,600



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大玉外購入の支出について
75,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マジック８色セット　外　購入の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健（４～３月分）購入の支出について
7,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
57,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊雑誌（教育技術等４～３月号）購読料の支出について
78,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
39,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式プログラム印刷の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
33,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
44,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
38,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「かたえ第８０号」印刷請負の支出について
39,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷代の支出について
90,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第（しおり）印刷の支出について
20,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 ３学期　学校新聞印刷代の支出について
28,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館高所取付電球取替工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＢＯＸガス栓　取替工事　にかかる経費の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館扉ガラス補修工事の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂電球・水銀灯取替工事の支出について
77,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗面台取替工事の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外排水管補修工事の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎４階男子トイレ窓硝子取替補修の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４年１組教室　外　扉ガラス入替工事の支出について
7,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送室錠補修工事の支出について
27,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具取替工事の支出について
57,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室ガラス補修にかかる経費の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
38,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＡＥＤ収納ケースの修理の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫錠の修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤＭＤプレーヤー修理の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム修理の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜点火不良修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッターカギ修理の支出について
28,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事務室　据置金庫修理の支出について
4,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
25,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジュクター修理の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外回収料金及びリサイクル処理手数料の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル　外の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律にかかる手数料の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル　外の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
37,170
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　外手数料の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外回収料金及びリサイクル処理手数料の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
32,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
58,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
97,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コントラバス　購入の支出について
209,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット型端末（仕様書）購入の支出について
506,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビート板　外購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット（なかよし学級用）購入の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スライドボード付スチール書庫（仕様書）購入の支出について
307,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
32,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付プロジェクター購入の支出について
195,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
304,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイクの購入の支出について
91,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
891,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 講堂用玄関マット購入の支出について
90,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック　購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚の購入の支出について
77,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 会議用長机購入の支出について
220,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機　購入の支出について
294,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ディスプレイスタンド　外（仕様書）購入の支出について
3,402,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
293,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
315,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ヤダヤダかめん」外購入の支出について
257,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ＡＢＣえいごのほん」外購入の支出について
290,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生防災講座にかかる講師謝礼（２／２１実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状　他　印刷の支出について
21,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ（社会科教材用）　外購入の支出について
47,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャング　購入の支出について
70,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術科用超軽量ねんど外の購入の支出について
25,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
171,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングラダー外購入の支出について
86,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
136,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
178,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
428,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
17,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス購入の支出について
76,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター　他　購入の支出について
106,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科用ピクチャーチャートの購入の支出について
70,560



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室他定期購読料（Ｈ２５．４～Ｈ２６．３）の支出について
26,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用バット外購入の支出について
237,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 １穴パンチ　他　購入の支出について
67,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
64,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうき　外購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　他　購入の支出について
44,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４～３月分）購入の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
62,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 眼帯外　購入の支出について
9,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン　外購入の支出について
98,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室外購読料（４月～３月分）の支出について
18,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　「健康教室」（増刊号）外購入の支出について
3,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　製造の支出について
33,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード外購入の支出について
92,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機ほか　購入の支出について
69,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
55,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具　購入の支出について
16,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具外購入の支出について
132,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箏スタンド　外　購入の支出について
125,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん購入の支出について
22,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン（木釦）　外購入の支出について
67,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
19,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドライン用パウダー購入の支出について
20,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
291,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
250,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 共同絵具外購入の支出について
96,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
71,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
214,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
168,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
133,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
32,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール（５号球）　他　の購入の支出について
89,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
29,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン他購入の支出について
98,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
18,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第　印刷の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第および学校新聞印刷の支出について
80,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井ボード補修工事の支出について
114,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室・職員室照明補修工事の支出について
198,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館３階廊下窓ガラス入替工事の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫鍵修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
48,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バストロンボーン　外　修理の支出について
69,835
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 格技室カーテン修理の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡修理の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポスタープリンター修理の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機の修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類郵送にかかる切手代の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
24,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
39,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書の業務委託　　の支出について
40,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
66,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トレーニングラダー外購入の支出について
54,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ＤＶＤ（社会科教材用）　外購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「実物大人体図鑑」外の購入の支出について
306,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 数学問題集データベース購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「ビジネス・アイ」他購入の支出について
64,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用講堂盛花購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 チップ他購入の支出について
28,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ウイルスバスター（更新）の購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
8,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールロッカー（９人用）の購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだ吸取器外の購入の支出について
59,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光ランプの購入経費の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラの購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
33,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク外の購入の支出について
96,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板　購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図鑑外の購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
84,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢケーブル他　購入の支出について
26,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ランドリーバスケット他購入の支出について
42,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「養護教諭執務ハンドブック」追録加除の支出について
7,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
34,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２５年度卒業アルバム購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリーキット外の購入の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックコートフィルム外購入の支出について
15,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非常放送用バッテリー購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールネット　購入の支出について
32,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
163,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 磁石すうじ盤他購入の支出について
19,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
77,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
20,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン外　　購入の支出について
66,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　　　　　　　購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学指針印刷の支出について
85,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館報印刷の支出について
40,680
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４号館１階彫金実習室換気扇補修工事の支出について
75,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂内洗面器トラップ補修工事の支出について
14,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館高所照明器具付属品除去作業請負経費の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理実習室照明点検修理工事の支出について
22,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガット張り機修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 溶接機の修理の支出について
65,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機刃研ぎ処理手数料の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 可動式バスケットゴールワイヤー固定作業の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ他調律の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
40,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 雑排水槽外清掃にともなう産業廃棄物処分費の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電波障害共架料（４月～３月分）の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルＰＡシステムの購入経費の支出について
82,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ロビー用イスの購入の支出について
34,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＵＳＢケーブル他　購入の支出について
61,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイクロホン外　　購入の支出について
68,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＶアダプター　他　購入の支出について
31,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 書類整理用ボックス　外　購入の支出について
196,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
81,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
37,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教職員用図書購入の支出について
31,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
80,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
98,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タンバリン　他　購入の支出について
60,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　外　購入の支出について
107,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
33,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
35,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー　購入の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 浄化槽　管詰まり貫通工事の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館　防球ネット用ロープ取替工事の支出について
15,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 畳表替えの支出について
46,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル印刷機（エディシスＥＤ４００）　修理の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
7,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機の購入の支出について
278,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型　印刷機　購入の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 展示パネル専用台車の購入の支出について
179,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫　購入の支出について
96,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
32,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「暗やみの中のきらめき」外　購入の支出について
147,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
116,130
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
22,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
77,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子購入の支出について
13,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
1,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
109,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車の購入経費の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
86,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 重量シャッター補修工事の支出について
399,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用門防球ネット補修の支出について
148,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階情報処理実習室の室外機修理の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室・音楽室カーペット張替え工事の支出について
392,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第２グランド防球ネット修理の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火充水槽ボールタップ取替補修工事の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備修繕の支出について
255,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用門補修工事の支出について
95,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内情報通信網修繕工事の支出について
100,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バスケットゴール修理の支出について
138,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室プロジェクタ天井取付配線外補修工事の支出について
142,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室照明補修工事の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ごみ置き場前土間打ち補修工事の支出について
247,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール漏水補修工事の支出について
619,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スチール製キャビネット　購入の支出について
120,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴール　購入の支出について
279,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フットサルゴール　購入の支出について
94,536

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
27,700

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
1,720

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
18,757

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
128,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
11,740

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
9,507

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
413,384

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
56,740

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
5,010

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
420

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
370

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
726

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,071

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,296

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,160

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
25,448

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
414

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
414

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
28,715

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
406

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
414

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
240
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
8,740

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
17,870

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
580

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,364

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
234,533

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
40,890

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
910

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
51,780

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
17,780

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,540

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
26,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
70,020

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,620

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
36,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
782,228

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,920

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,770

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
24,640

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
14,540

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
22,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
625,065

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
119,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
19,090

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
28,939,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
150,375,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
66,210,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
11,404,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
7,256,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
28,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
477,945

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
141,880

消防局 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用消防局（施設課Ａ２）乾式デジタル複写機長期借入経費の支出について（１月分）
7,969

消防局 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用乾式電子複写機及び関連消耗品（指令課外２台）の経費及び同経費の支出について（１月分）
35,512

消防局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局１月分）
2,551

消防局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（１月分）
7,884

消防局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 第２回消防局総合評価一般競争入札評価会議に伴なう委員報償金の支出について
51,275

消防局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「消防実務要覧（追録１８３２号－１８３５号）」購入経費の支出について
12,000

消防局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行法規総覧追録７４４－７５９号」の購入経費の支出について
17,984

消防局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 市民等表彰用表彰状印刷経費の支出について
78,750

消防局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用航空隊基地水道料金の支出について（１月分）
1,484

消防局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 　庁舎管理用大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬処理業務委託料（１月分）の支出について
248,976

消防局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（２月分）
264,775

消防局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用高所カメラ（ツイン）電気料金の支出について（２月分）
20,886

消防局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局１月分）
5,000

消防局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（２月分）
5,319

消防局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用データサービス利用料金（消防局１月分）に伴う経費の支出について
16,162

消防局 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成２６年大阪市消防出初式用消防出初式撮影等及び記録映像制作業務委託経費の支出について
514,500
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消防局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（「特定操縦技能の審査」受験に伴う職員派遣）
29,080

消防局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（ヘリコプター乗員向け訓練（不時着対応）に伴う職員派遣）
34,970

消防局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年消防記念日表彰式用クリアホルダー外１点の購入経費の支出について
501,900

消防局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用ＬＰＧ料金の支出について（２月分）
46,497

消防局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（２・３月分）
31,786

消防局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用住之江消防署の電気料金の支出について（２月分）
305,466

消防局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用「部落解放」外１点の購入経費の支出について
11,760

消防局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用地域冷暖房ガス料金の支出について（２月分）
295,780

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（救急安心センターシステム改修に伴う補助金等の要望に係る職員派遣）
56,840

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「航空路誌改訂版０５９号ほか１点」購入経費の支出について
5,740

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
30,434

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「新耐火防火構造・材料等便覧（追録８２８－８２９号）ほか３点」の購入経費の支出について
22,300

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
9,900

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 平成26年消防記念日表彰式用表彰名簿の印刷製本経費の支出について
70,455

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用高所カメラ（オーク）電気料金の支出について（２月分）
22,426

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用西淀川消防署の電気料金の支出について（３月分）
119,800

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用梅田出張所光熱水費の支出について（２月分）
169,770

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
1,020

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用郵便切手１２０円ほか１点の購入並びに同経費の支出について
14,000

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（２月分）の支出について
332,357

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
11,700

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
22,451

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（２月分）
2,628

消防局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,300

消防局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（平成25年度国際消防救助隊セミナーに伴う職員派遣）
4,440

消防局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（衛生管理者試験の受験に伴う職員派遣）
7,240

消防局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（総務省消防庁研修員の帰阪）
28,420

消防局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（全国消防長会等への事業説明及び大阪消防庁構想に係る進捗状況の説明）
73,820

消防局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「大阪市消防関係例規集追録４３１号」購入経費の支出について
78,300

消防局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「消防実務質疑応答集　救急救助（追録８４－８５号）」購入経費の支出について
5,400

消防局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用ジェルインクボールペン０．５赤ほか３２点の購入経費の支出について
198,870

消防局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（２月分）
241,184

消防局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用高所カメラ（スイスホテル）電気料金の支出について（２月分）
25,294

消防局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館水道料金の支出について（２月分）
3,416

消防局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
186,690

消防局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館水道料金の支出について（２月分）
3,416

消防局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用一体型印刷機用消耗品の購入及び同経費の支出について
368,361

消防局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局２月分）
5,214

消防局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館水道料金の支出について（２月分）
6,831

消防局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（釜石消防署庁舎落成式出席に伴う職員派遣）
146,040

消防局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用隊員証の印刷経費の支出について
15,876

消防局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用ゴム印（２）の購入経費の支出について
12,353

消防局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊用委嘱状郵送に伴う経費の支出について
119,000

消防局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎清掃業務委託料（２月分）の支出について
595,875

消防局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用平成２５年度大阪市消防局文書等逓送業務委託料（２月分）の支出について
360,496

消防局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行法規総覧追録７６０－７８２号」ほか１点の購入経費の支出について
159,502

消防局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊用退任表彰者への表彰楯及び関係書類の送付にかかる経費の支出について
30,580

消防局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（「特定操縦技能の審査」受験に伴う職員派遣）
29,440
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消防局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（２月分）
172,869

消防局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用住之江消防署の電気料金の支出について（３月分）
67,587

消防局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用産業廃棄物（粗大ゴミ）収集運搬処理業務委託（単価契約）経費の支出について（第二回）
516,862

消防局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 職員宿直用平成２５年度消防局寝具一式概算長期借入（２月分）経費の支出について
2,568,004

消防局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用乾式電子複写機及び関連消防品（情報システム課外２台）の経費及び同経費の支出について（２月分）
88,839

消防局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 消防活動用自動車損害共済費の支出について（平成２５年度分）
1,683

消防局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物(廃油)収集運搬処理業務委託並びに同経費の支出について
115,290

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（２月分）
12,497

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（２月分）
27,802

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（「特定操縦技能の審査」受験に伴う職員派遣）
29,260

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（衛生管理者試験の受験に伴う職員派遣）
8,400

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用管外出張旅費の支出について（平成25年度石油コンビナート事務担当者研修会及び都道府県及び政令都市危険物規制事務担当者会議開催に伴う職員派遣）
28,420

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（「特定操縦技能の審査」受験に伴う職員派遣）
28,900

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用ヒューマンライツの購入経費の支出について
6,300

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用自治実務セミナー外２点の購入経費の支出について
17,304

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行法規総覧追録７８３－８０２号」の購入経費の支出について
22,480

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「消防実務要覧（追録１８３６号－１８４９号）」購入経費の支出について
42,000

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用西淀川消防署の電気料金の支出について（３月分）その２
86,929

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（２月分）
173,181

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用西九条出張所電気料金の支出について（２月分）
222,491

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 産業廃棄物（廃乾電池）運搬業務委託（単価契約）経費の支出について
50,085

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 　庁舎管理用大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬処理業務委託料（２月分）の支出について
202,104

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局２月分）
9,679

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（まいしま）の支出について（消防局２月分）
16,071

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（２月分）
6,058

消防局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（２月分）
143,095

消防局 人事課 平成26年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 講師報償金「本部研修予防実務講習会（違反是正）」の支出について
60,000

消防局 人事課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 服務規律推進用マウスパッドの購入経費の支出について
88,200

消防局 人事課 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 資格取得用車両系建設機械（解体用）運転技能特例講習（第２種）受講経費の支出について
1,500

消防局 人事課 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用大型自動車運転免許申請経費について
25,550

消防局 人事課 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用中型自動車運転免許申請経費について
138,700

消防局 人事課 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用車両系建設機械（解体用）運転技能特例講習（第２種）受講経費の支出について
8,500

消防局 人事課 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 HBワクチン接種等業務委託（概算契約）費の支出について
2,873,892

消防局 人事課 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用大型自動車運転免許教習受講経費の支出について
1,584,800

消防局 人事課 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 こころのケア研修会受講費の支出について
3,500

消防局 人事課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 講師報償金（人権問題研修 旭消防署「高齢者と人権について」）の支出について
7,100

消防局 人事課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員衛星管理用消防庁舎衛生害虫生息調査業務委託費の支出について
156,450

消防局 人事課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 高気圧業務従事者定期健康診断業務委託費の支出について（概算契約）
740,880

消防局 人事課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用海技免許講習受講経費の支出について（２月・３月受講分）
31,000

消防局 人事課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用海技免許取得申請経費の支出について
5,100

消防局 人事課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用中型自動車運転免許教習受講経費の支出について
5,863,210

消防局 人事課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 人事給与管理用事務用品（レーザープリンタ用感光体ユニットほか１５点）の購入経費の支出について
186,480

消防局 人事課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 災害活動支援隊用委嘱状及び労働条件通知書の印影印刷経費の支出について
10,510

消防局 人事課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 衛生管理者用免許申請費の支出について
7,500

消防局 施設課 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
195,720

消防局 施設課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用西消防署江戸堀出張所排水ポンプその他補修工事経費の支出について
932,400

消防局 施設課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用西成災害待機宿舎洗浄便座修理の経費の支出について
75,600

消防局 施設課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　火災保険料 総務省消防庁等派遣者用宿舎（グラーサ銀座イースト）の賃貸借契約更新に伴う更新料の支出について
25,000
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消防局 施設課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　火災保険料 総務省消防庁等派遣者用宿舎（パレステュディオ四谷）の賃貸借契約更新に伴う更新料の支出について
25,000

消防局 施設課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用宿舎（パレステュディオ四谷）の賃貸借契約更新に伴う更新料の支出について
127,500

消防局 施設課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用宿舎（グラーサ銀座イースト）の賃貸借契約更新に伴う更新料の支出について
120,000

消防局 施設課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料（免税軽油１月分）の支出について（住之江消防署　ゆめしま）
7,644

消防局 施設課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（揮発油中味１月分）の支出について
5,121,900

消防局 施設課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（揮発油カード１月分）の支出について
3,619,456

消防局 施設課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（軽油中味１月分）の支出について
495,480

消防局 施設課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（軽油カード１月分）の支出について
1,302,002

消防局 施設課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 ヘリコプター用燃料（ＪＥＴ　Ａ－１　１月分）の支出について
1,654,470

消防局 施設課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（揮発油カード　旭消防署１月分）の支出について
194,847

消防局 施設課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（軽油カード　旭消防署１月分）の支出について
56,169

消防局 施設課 平成26年03月10日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用消防学校プール浄化装置改修工事の前払金の支出について
2,730,000

消防局 施設課 平成26年03月11日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用消防学校救急教育センター改修設備工事設計業務委託の支出について
913,500

消防局 施設課 平成26年03月11日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用消防学校救急教育センター改修工事設計業務委託の支出について
651,000

消防局 施設課 平成26年03月11日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用都島消防署屋内階段改修工事の支出について
438,900

消防局 施設課 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用女性用活動服上衣Ｂ外２点の製造経費の支出について
797,370

消防局 施設課 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用女性用夏服上衣外１点の購入経費の支出について
381,990

消防局 施設課 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用夏服上衣外１点の購入経費の支出について
2,334,981

消防局 施設課 平成26年03月13日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用北消防署講堂系統空調設備改修工事の前払金の支出について
1,960,000

消防局 施設課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ガス警報器Ａほか１点の経費の支出について
223,440

消防局 施設課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用東住吉災害待機宿舎洗浄便座修理の経費の支出について
76,650

消防局 施設課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用地下貯蔵タンク及び附属地下埋設配管漏洩点検等業務委託の経費の支出について
434,700

消防局 施設課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託の経費の支出について（１月分）
396,690

消防局 施設課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 航空隊用燃料揮発油外１点の経費の支出について
47,470

消防局 施設課 平成26年03月14日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用機器場所賃借料の支出について（ＯＡＰタワー）（２月・３月分）
14,700

消防局 施設課 平成26年03月18日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用消防局庁舎１階エントランスホール改修工事設計業務委託の支出について
966,000

消防局 施設課 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用制服用名札の購入経費の支出について（２回目・全２回）
25,200

消防局 施設課 平成26年03月19日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用港消防署非常用発電設備その他改修ガス設備工事の支出について
74,550

消防局 施設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 営繕事務用　設備と管理　外６点の経費の支出について
22,995

消防局 施設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（３月分）
364,169

消防局 施設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 災害対応用港消防署災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（３月分）
6,200

消防局 施設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（３月分）
105,024

消防局 施設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 警防活動用高所カメラ設置場所賃借料（ツイン２１）の支出について（３月分）
109,200

消防局 施設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用東住吉消防署地質調査業務委託の支出について
467,250

消防局 施設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用中央消防署浴室その他改修ガス設備工事の支出について
211,050

消防局 施設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用中央消防署空調設備その他改修工事の支出について
9,842,700

消防局 施設課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 住之江消防署南港出張所クレーン性能検査の経費の支出について
12,900

消防局 施設課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用水上消防署クレーン年次点検業務委託の経費の支出について
72,240

消防局 施設課 平成26年03月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用福島消防署上福島出張所ガス吸収式冷温水機改修工事（２）の支出について
1,977,150

消防局 施設課 平成26年03月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用中央消防署浴室その他改修工事の支出について
2,466,450

消防局 施設課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用小型ガス湯沸器ほか１点の購入経費の支出について
31,605

消防局 施設課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用小型ガス湯沸器ほか１点の購入経費の支出について
7,560

消防局 施設課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用小型ガス湯沸器ほか１点の購入経費の支出について
295,785

消防局 施設課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 松虫公舎用地問題解決に伴う委任契約にかかる費用等の支払い（その３）について
1,367,370

消防局 施設課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用夏服ズボンの購入経費の支出について
1,538,712

消防局 施設課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用盛夏用救助服の製造経費の支出について
132,300

消防局 施設課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 災害待機用宿舎の賃借料の支出について（小川ハイツ九条南６０３号室）
91,350

消防局 施設課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 災害待機用宿舎の賃借料の支出について（小川ハイツ九条南６０３号室）
20,000
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消防局 施設課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害待機用宿舎の賃借料の支出について（小川ハイツ九条南６０３号室）
307,258

消防局 施設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用平野消防署加美正覚寺出張所待機室空調設備改修工事の支出について
653,100

消防局 施設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用西淀川消防署非常用発電設備その他改修ガス設備工事の支出について
35,700

消防局 施設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用旭町災害待機宿舎浴室給湯設備改修工事の支出について
456,750

消防局 施設課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用浪速消防署恵美須出張所オーバーヘッドドア補修工事の経費の支出について
315,000

消防局 施設課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用西消防署江戸堀出張所電動シャッター修理の経費の支出について
32,445

消防局 施設課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用女性用夏服ズボンの購入経費の支出について
191,625

消防局 施設課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用活動服上衣Ｂ外２点の製造経費の支出について
24,994,935

消防局 施設課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎管理用消防局庁舎用地賃借料の支出について（平成２５年度分）
42,508,527

消防局 施設課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 災害活動用所属標識腕章の購入経費の支出について
216,510

消防局 施設課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用防水救急衣の製造経費の支出について
839,475

消防局 施設課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用住之江消防署南港出張所クレーン年次点検業務委託の経費の支出について
68,250

消防局 施設課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 警防活動用高所カメラ設置場所賃借料（スイスホテル南海）の支出について（３月分）
146,370

消防局 施設課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用浪速消防署エレベータ保守点検業務委託の経費の支出について（２月分）
59,010

消防局 施設課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託の経費の支出について（２月分）
396,690

消防局 施設課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託の経費の支出について（２月分）
262,500

消防局 施設課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用水上消防署エレベータ保守点検業務委託の経費の支出について（２月分）
59,325

消防局 施設課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託の経費の支出について（２月分）
57,750

消防局 施設課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託の経費の支出について（２月分）
195,720

消防局 施設課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（フローラルタウン千鳥橋）賃借料の支出について（３月分）
100,000

消防局 施設課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用中央消防署空調設備その他改修電気設備工事の支出について
739,200

消防局 施設課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用東淀川消防署小松出張所外壁その他改修工事の支出について
4,016,250

消防局 施設課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用北消防署受変電設備その他改修工事の支出について
577,500

消防局 企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用機関誌郵送代の支出について
960

消防局 企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 　職員研修用「大阪消防」誌面データ作成・編集等業務委託経費の支出について（第３四半期分）
785,925

消防局 企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 大阪市消防局ホームページ（英語ページ）更新作業の業務委託経費の支出について
15,120

消防局 予防課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用資器材搬送用キャリーバッグの購入経費の支出について
15,750

消防局 予防課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 庁舎管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）粉末消火器（１０型）ほか３点買入経費の支出について
77,479

消防局 予防課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　手数料 庁舎管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）粉末消火器（１０型）ほか３点買入経費の支出について
30,084

消防局 予防課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 庁舎管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）粉末消火器（１０型）ほか３点買入経費の支出について
31,568

消防局 予防課 平成26年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　手数料 庁舎管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）粉末消火器（１０型）ほか３点買入経費の支出について
12,257

消防局 予防課 平成26年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）粉末消火器（１０型）ほか３点買入経費の支出について
63,816

消防局 予防課 平成26年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　手数料 庁舎管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）粉末消火器（１０型）ほか３点買入経費の支出について
24,779

消防局 予防課 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）粉末消火器（１０型）ほか３点買入経費の支出について
61,497

消防局 予防課 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）粉末消火器（１０型）ほか３点買入経費の支出について
23,880

消防局 予防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用空調機用ダンパ操作器外１件の交換修繕経費の支出について
441,000

消防局 予防課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用自主防災指導業務委託及び同経費の支出について（２月分）
14,641,550

消防局 予防課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務の実施経費の支出について（２月分）
7,789,250

消防局 予防課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用防災実技講習業務委託経費の支出について（２月分）
832,737

消防局 予防課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用消防訓練指導業務委託経費の支出について（２月分）
11,703,562

消防局 予防課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎管理用生野分室樹木剪定業務委託経費の支出について
17,506

消防局 予防課 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用生野分室樹木剪定業務委託経費の支出について
56,708

消防局 予防課 平成26年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 庁舎管理用生野分室樹木剪定業務委託経費の支出について
25,536

消防局 予防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（２月分）
119,184

消防局 予防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（２月分）
6,821

消防局 予防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（２月分）
83,347

消防局 予防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（２月分）
30,843

消防局 予防課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（２月分）
660,020
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消防局 予防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火管理等講習事業用ボールペンほか３点の買入経費の支出について
18,585

消防局 予防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火管理等講習事業用夏作業上着ほか２点の買入経費の支出について
14,070

消防局 予防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防啓発用大判プリンタ用ロール紙の購入経費の支出について
47,250

消防局 予防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用防塵マスクの購入経費の支出について
41,160

消防局 規制課 平成26年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 規制課研修用建築防火・防災講習会の受講経費の支出について
7,000

消防局 規制課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 消防用設備等検査用試験器具（普通騒音計）の検定受検経費の支出について
107,100

消防局 規制課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 危険物関係業務用油槽内水量検出用試薬ほか１点の購入代金の支出について
52,920

消防局 規制課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 規制課研修用第２３回危険物事故事例セミナーの受講経費の支出について
9,000

消防局 規制課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用煙火の消費保安基準の購入代金の支出について
380

消防局 規制課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 規制課研修用建築設備事務担当者研修会開催に伴う講師報償金の支出について
28,420

消防局 規制課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用トランシーバーほか１点の購入代金の支出について
34,432

消防局 規制課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 危険物鑑定業務用温度計ほか４点の購入代金の支出について
21,315

消防局 警防課 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（１月分）
632,772

消防局 警防課 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（１月分）
16,841

消防局 警防課 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（１月分）
28,937

消防局 警防課 平成26年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用潜水士免許申請費用の支出について（試験日：ｈ26.１.31）
6,000

消防局 警防課 平成26年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 航空自衛隊視察に伴う経費の支出について
9,500

消防局 警防課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター整備用プラスチック洗浄剤外１点の購入経費の支出について
113,400

消防局 警防課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 医療用酸素ガス１．８Ｌ買入（１０月～１２月）に伴う経費の支出について
6,832

消防局 警防課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘッドセットほか１点の購入経費の支出について
136,500

消防局 警防課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１月分（１）経費の支出について
554,631

消防局 警防課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 航空機局「おおさか」「なにわ」無線機器等の整備にかかる支出について
693,000

消防局 警防課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１月分（１）経費の支出について
1,362,615

消防局 警防課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等１月分経費の支出について
63,008

消防局 警防課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用自動車検査登録印紙（５９台分）経費の支出について
20,650

消防局 警防課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用起震車の起震装置等保守点検整備業務委託経費の支出について
257,250

消防局 警防課 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ファクシミリ用トナーほか１点の購入経費の支出について
58,905

消防局 警防課 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用消防手袋の買入及び同経費の支出について
11,383,680

消防局 警防課 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター整備用グリスほか２点の購入経費の支出について
105,525

消防局 警防課 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用可とう式消火栓スタンドパイプの買入経費の支出について
212,310

消防局 警防課 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　巻付式消火栓標識外１点の購入並びに同経費の支出について
2,195,550

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 安全管理者選任時研修受講に伴う経費の支出について
98,000

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用ビニールテープの購入及び同経費の支出について
21,168

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用指揮者用合成紙ほか２点の印刷及び同経費の支出について
151,515

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車用電球Ａほか１２点の購入経費の支出について
108,937

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 航空隊業務用トナーカートリッジＡほか７点の購入経費の支出について
75,495

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１月分（２）の追加整備経費の支出について
63,214

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の車検整備等１月分経費の支出について
384,854

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１月分（１）の追加整備経費の支出について
45,490

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車等車検整備（２）の経費の支出について
191,835

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車等定期点検整備（５）の経費の支出について
243,600

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 警防活動用高圧ガス製造施設等変更許可申請に伴う経費の支出について
39,000

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車登録用小型タンク車新規登録検査重量税５台分追加経費の支出について
41,000

消防局 警防課 平成26年03月14日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 東成消防署計測震度計設備移設工事経費の支出について
1,604,574

消防局 警防課 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 救急活動用メインストレッチャー修繕の経費支出について
3,271,590

消防局 警防課 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 大震火災対策事業用資器材搬送リヤカーの購入に伴う経費の支出について
1,480,500

消防局 警防課 平成26年03月19日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 警防活動用消防用ゴム引きホース（呼称６５×２０ｍ）の購入経費の支出について
32,281,200

消防局 警防課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 強化訓練用ロープ外４点の買入経費の支出について
1,933,365
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消防局 警防課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の車検整備等１月分の追加整備経費の支出について
25,958

消防局 警防課 平成26年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 携帯無線機（４００ＭＨｚ）買入に伴う中間検査旅費の支出について
50,800

消防局 警防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
21,420

消防局 警防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
26,250

消防局 警防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
455,943

消防局 警防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
680,934

消防局 警防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用平成23年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
356,498

消防局 警防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度消防活動用メール１１９運用サービスの利用料の支出について（２月分）
210,000

消防局 警防課 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（2月分）
273,000

消防局 警防課 平成26年03月24日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用西淀川消防署外１カ所自家発電設備その他改修に伴う業務用端末等搬送作業に係る経費の支出について（平成２５年度分）
197,400

消防局 警防課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防救助艇「ゆめしま」船首修理経費の支出について
510,300

消防局 警防課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防救助艇「ゆめしま」１２か月点検等の整備経費の支出について
1,120,649

消防局 警防課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用２５００分１精度地図データ借入の実施並びに同所要経費の支出について（２月分）
1,217,265

消防局 警防課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム業務用端末等一式長期借入並びに同所要経費の支出について（２月分）
1,100,925

消防局 警防課 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用１万分１精度地図データ外２点借入並びに同所要経費の支出について（２月分）
210,000

消防局 警防課 平成26年03月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　通信運搬費 庁舎整備用住之江消防署自家給油所その他改修工事に伴う複合機搬送作業に係る経費の支出について
16,800

消防局 警防課 平成26年03月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 工事請負費　改修工事費 ヘリコプター「おおさか」１０年点検改修整備及びサービスブリテン（ＳＢ）等の実施の追加整備にかかる支出について
9,876,098

消防局 警防課 平成26年03月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 工事請負費　改修工事費 ヘリコプター「おおさか」１０年点検改修整備及びサービスブリテン（ＳＢ）等の実施にかかる支出について
76,492,500

消防局 警防課 平成26年03月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 消防活動用消防救急デジタル受令機買入費の支出について
55,125,000

消防局 警防課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
615,258

消防局 警防課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防情報システム用指令書プリンタ用トナーカートリッジ外４点買入に係る経費の支出について
2,818,935

消防局 警防課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用除染剤散布器の購入及び同経費の支出について
290,640

消防局 警防課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用安全ベルト（救助隊員用　オレンジ色）の購入及び同経費の支出について
605,535

消防局 警防課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用活性炭の購入及び同経費の支出について
47,250

消防局 警防課 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用頸部固定用副子（大人用）ほか１点の購入及び同経費の支出について
165,375

消防局 警防課 平成26年03月26日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用大正消防署建設に伴う無線設備工事に係る経費の支出について
420,000

消防局 警防課 平成26年03月26日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用消防自動車（小型タンク車）の購入経費の支出について
287,962,500

消防局 警防課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用合成紙Ａ４の購入及び同経費の支出について
82,051

消防局 警防課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用自動車用充電器の購入経費の支出について
69,300

消防局 警防課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 南海トラフ巨大地震対策用救命浮環の購入及び同経費の支出について
58,695

消防局 警防課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 南海トラフ巨大地震対策用救命胴衣の購入及び同経費の支出について
858,406

消防局 警防課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　カラーレーザー（ＬＥＤ）プリンターほか１点の購入並びに同経費の支出について
90,888

消防局 警防課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用人命救助用縛帯の購入及び同経費の支出について
181,125

消防局 警防課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用滑車の購入及び同経費の支出について
146,212

消防局 警防課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 南海トラフ巨大地震対策用電池式強力ライトの購入及び同経費の支出について
41,233

消防局 警防課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用水難救助用救命胴衣の購入及び同経費の支出について
360,517

消防局 警防課 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 警防事務用　カラーレーザー（ＬＥＤ）プリンターほか１点の購入並びに同経費の支出について
100,590

消防局 警防課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救助支援車高圧ガス製造設備フレキシブルホース取替経費の支出について
346,500

消防局 警防課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救助活動用高濃度硫化水素ガス検知器点検業務の委託及び同経費の支出について
355,425

消防局 警防課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用救助支援車高圧ガス製造設備定期自主検査業務委託経費の支出について
2,210,607

消防局 警防課 平成26年03月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 役務費　手数料 消防救急用デジタル無線局（デジタル携帯無線機）開設に伴う新規免許申請手数料の支出について（二）
106,750

消防局 警防課 平成26年03月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 工事請負費　改修工事費 警防活動用　北第２９号外４件防火水槽蓋改修工事並びに同経費の支出について
1,834,350

消防局 警防課 平成26年03月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 負担金、補助及交付金　負担金 ＯＡＰタワーへの高所カメラ情報収集システム機器設置に伴う基礎等工事にかかる費用の支出について
4,536,000

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 国際消防救助隊員に伴う講師報償金の支出について
60,020

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（２月分）
632,772

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 委託研修用第２級海上特殊無線技士養成課程の受講経費の支出について
3,500

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 委託研修用第２級陸上特殊無線技士養成課程の受講経費の支出について
5,250

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 ヘリコプター操縦士用自家用操縦士技能証明取得訓練業務委託経費の支出について
6,490,963
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消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用第２級陸上特殊無線技士養成課程の受講経費の支出について
89,775

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用第２級海上特殊無線技士養成課程の受講経費の支出について
75,600

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用軽量型防護服の購入及び同経費の支出について
371,700

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用有毒ガス検知器（ＧＸ－２００３）用可燃性ガスセンサーほか２点の購入及び同経費の支出について
91,350

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用多機能プライヤーの購入及び同経費の支出について
113,190

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用フラッシュライト（２）の購入及び同経費の支出について
426,300

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用ＦＡＸカートリッジほか７点の購入及び同経費の支出について
35,490

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 構内ＰＨＳ電話機用電池パックの購入経費の支出について
99,750

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防活動用ホイップアンテナほか２点購入経費の支出について
124,950

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用ホワイトボードシートの購入及び同経費の支出について
13,230

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用冷却剤の購入及び同経費の支出について
304,920

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 訓練用外傷モデル資器材買入経費の支出について
315,000

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用感染防止用保護服（二）の購入及び同経費の支出について
61,614

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防艇整備用消防救助艇「ゆめしま」12か月点検等の整備の追加整備経費の支出について
58,136

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（２月分）
9,800

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用回線使用料に係る経費の支出について（２月分）
22,122

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用携帯・ＩＰ電話発信位置情報用回線利用料の支出について（２月分）
53,713

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（２月分）
10,290

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（２月分）
28,937

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度警防活動用専用線・ＩＰ回線利用料の支出について（２月分）
865,200

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（２月分）
37,800

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理システム用回線使用料（２月分）の支出について
92,186

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送回線使用料の経費の支出について（２月分）
6,510

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（２月分）
6,058

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用回線使用料（２月分）の支出について
4,734

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度警防活動用専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（２月分）
1,681,379

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用ネットワーク回線利用料の支出について（２月分）
1,968,190

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度消防活動用発信地システム使用料の支出について（２月分）
505,239

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 ヘリコプター操縦士用航空身体検査証明業務委託経費の支出について
66,034

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 警防活動用張力計の購入及び同経費の支出について
307,471

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 役務費　通信運搬費 高所カメラ情報収集システム更新における映像伝送（試験運用）用イーサネットＶＰＮサービス利用料の支出について（２月分）
66,092

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 委託料　委託料 消防救急デジタル無線機活動波周波数増波業務委託費の支出について
1,790,880

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 消防救急デジタル携帯無線機製造費の支出について
34,009,500

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用消防自動車（所轄指揮車）の購入経費の支出について
19,366,200

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 救急自動車の購入経費の支出について
131,575,500

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用消防自動車（空中作業車）の購入経費の支出について
29,085,000

消防局 警防課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用消防自動車（化学車４型）の購入経費の支出について
80,325,000

消防局 司令課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 東京消防庁航空救助隊研修に伴う特別旅費の支出について
85,560

消防局 司令課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用元結の購入及び同経費の支出について
32,592

消防局 消防学校 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　４０Ｗ直管蛍光灯ほか３点の購入経費の支出について
43,732

消防局 消防学校 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 初任科教育用聴診器ほか１点の購入費の支出について
426,300

消防局 消防学校 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について(２月分)
1,260

消防局 消防学校 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 初任科教育用教科書「高圧ガス必携」の購入費の支出について
256,200

消防局 消防学校 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 学校教育訓練用乗用車の変形加工等業務委託経費の支出について
252,000

消防局 消防学校 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　検査車車検整備にかかる経費の支出について
32,172

消防局 消防学校 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　災害対応多目的車（ＲＥ２３）車検整備にかかる経費の支出について
76,377

消防局 消防学校 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の経費にかかる支出について
29,346

消防局 消防学校 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
74,470
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消防局 消防学校 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用医療用酸素ガス２Ｌ（二）ほか１点の購入経費の支出について
15,897

消防局 消防学校 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　バス車検整備にかかる経費の支出について
132,856

消防局 消防学校 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防学校庁舎等の警備業務委託長期継続契約に伴う経費の支出について（平成２６年２月分）
25,200

消防局 消防学校 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 学校教育用第１４４期初任教育「障がい者をめぐる問題」に係る講師報償金の支出について
20,000

消防局 消防学校 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 学校教育訓練用空気呼吸器用空気ボンベの修理費の支出について
87,885

消防局 消防学校 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 パソコンウィルス対策ソフトの購入経費の支出について
7,612

消防局 消防学校 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 救急教育用採点・集計ソフトの購入及び同経費の支出について
169,050

消防局 北消防署 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,140

消防局 北消防署 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,582

消防局 北消防署 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,290

消防局 北消防署 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,900

消防局 北消防署 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,180

消防局 北消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用所轄指揮車（ＣＣ３３０）継続検査に伴う経費の支出について
32,550

消防局 北消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用可搬式ポンプの修理経費の支出について
20,853

消防局 北消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用可搬式ポンプの追加修理経費の支出について
21,525

消防局 北消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用北本署待機室エアコンの修理経費の支出について
35,280

消防局 北消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用北本署救急車（Ａ３５１）リヤヒーター及び路肩灯の修理経費の支出について
61,517

消防局 北消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
640

消防局 北消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,364

消防局 北消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,675

消防局 北消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
17,304

消防局 北消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
720

消防局 北消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,562

消防局 北消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気ボンベの修理経費の支出について
22,081

消防局 北消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（２月分）経費の支出について
24,953

消防局 北消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用本庄出張所オーバードアの修理経費の支出について
74,550

消防局 北消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用三角巾の購入経費の支出について
49,875

消防局 北消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用梅田救助隊車（R104）ほか４台のタイヤ交換経費の支出について
149,940

消防局 北消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用北本署小型タンク車（ＳＴ２６０）吐水口の修理経費の支出について
18,690

消防局 北消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用ラミネーターの購入経費の支出について
65,625

消防局 北消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用司令車１２ケ月点検に伴う経費の支出について
9,240

消防局 北消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 資格取得用（玉掛等）近接地出張旅費の支出について（２月分）
26,250

消防局 北消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
14,770

消防局 北消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
16,192

消防局 北消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,619

消防局 北消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
9,579

消防局 北消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,360

消防局 北消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
24,319

消防局 北消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用布粘着テープほか４点の購入経費の支出について
92,400

消防局 北消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用与力小型タンク車（ＳＴ１７８）ほか２台のバッテリー交換修理経費の支出について
122,850

消防局 都島消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島救急車(A355)エンジンオイル交換経費の支出について
5,775

消防局 都島消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島指揮調査車（CC345)の定期点検整備等に伴う経費の支出について
9,870

消防局 都島消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
240

消防局 都島消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,138

消防局 都島消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　防塵マスクの購入経費の支出について
57,750

消防局 都島消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,617

消防局 都島消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費等の支出について（２月分）
12,360

消防局 都島消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（２月分）
19,567
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消防局 都島消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島司令車の車検整備等に伴う経費の支出について
31,080

消防局 都島消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　単管キャップ外４点の購入経費の支出について
45,150

消防局 福島消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　フライパン外10点の購入経費の支出について
28,846

消防局 福島消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車（Ａ３６７）エンジンオイル交換整備経費の支出について
5,775

消防局 福島消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
2,975

消防局 福島消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
10,605

消防局 福島消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
640

消防局 福島消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
1,514

消防局 福島消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（福島３０）送信不能修理経費の支出について
18,375

消防局 福島消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　自動陽圧型空気呼吸器肩パッド外５点の購入経費の支出について
72,996

消防局 福島消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　自動陽圧型空気呼吸器肩パッドの購入経費の支出について
35,700

消防局 福島消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車外１台１２ヶ月定期点検整備経費の支出について
18,900

消防局 福島消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
15,150

消防局 福島消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（２月分）支出について
13,516

消防局 福島消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用ガス衣類乾燥機作動不良修理経費の支出について
17,220

消防局 福島消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　緊急用給水袋外６点の購入経費の支出について
29,988

消防局 福島消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　２０１４ふくしま消防フェスタ会場設営・撤去委託経費の支出について
105,000

消防局 此花消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用三角巾買入に伴う経費の支出について
16,464

消防局 此花消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用テンプレート外４点買入に伴う経費の支出について
26,678

消防局 此花消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用此花消防署浴室混合栓修理に伴う経費の支出について
15,750

消防局 此花消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用右肩ベルト外３点買入に伴う経費の支出について
24,045

消防局 此花消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救助工作車ＣＲ２１タイヤ交換修理に伴う経費の支出について
40,530

消防局 此花消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車ＳＴ２４０タイヤ交換修理に伴う経費の支出について
79,800

消防局 此花消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
2,444

消防局 此花消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
3,780

消防局 此花消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金（２月分）支出について
14,504

消防局 此花消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機桜島６修理に伴う経費の支出について
18,375

消防局 此花消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
320

消防局 此花消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救助器材車ＲＥ９の１２ヶ月定期点検整備に伴う経費の支出について
23,583

消防局 此花消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用レスキューツール修理に伴う経費の支出について
31,500

消防局 此花消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（２月分）支出について
21,111

消防局 此花消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
24,110

消防局 此花消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用此花消防署救急待機室空調機修理に伴う経費の支出について
58,800

消防局 此花消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（３月分）支出について
160

消防局 此花消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用及び警防活動用ホワイトボード外１８点買入に伴う経費の支出について
60,337

消防局 此花消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（３月分）支出について
9,020

消防局 此花消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用空気呼吸器用肩パッド外１点買入に伴う経費の支出について
25,410

消防局 此花消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用ＨＩＤライト修理に伴う経費の支出について
14,070

消防局 此花消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用ドライスーツ修理に伴う経費の支出について
27,195

消防局 此花消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気呼吸器用ボンベ修理に伴う経費の支出について
24,045

消防局 此花消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用放火防止シール買入に伴う経費の支出について
48,100

消防局 此花消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用此花消防署屋外給水管漏水修理に伴う経費の支出について
9,870

消防局 此花消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用、警防訓練用バッテリー充電器外３点買入経費の支出について
58,768

消防局 此花消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用空気呼吸器４．６Ｌボンベ用カバー外３点買入に伴う経費の支出について
100,800

消防局 此花消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用はしご車Ｌ２２バッテリー交換修理に伴う経費の支出について
75,600

消防局 此花消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用所轄指揮車ＣＣ３３４車検整備に伴う経費の支出について
32,844

消防局 中央消防署 平成26年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（１月分）の支出について
21,751

消防局 中央消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用中央消防署上町出張所変電設備予備電池交換に伴う経費の支出について
11,550
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消防局 中央消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用なにわ８００す３２２４　救急車（Ａ３８８）リヤヒーター及びフロントガラス開閉障害修繕に伴う経費の支出について
99,152

消防局 中央消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について２月分（管理費）
210

消防局 中央消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について２月分（管理費）
3,840

消防局 中央消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について２月分（運営費）
1,980

消防局 中央消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について２月分（運営費）
4,800

消防局 中央消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用エアーウォーター社製ライフゼム空気呼吸器修繕に伴う経費の支出について
65,100

消防局 中央消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用なにわ５０１と７５３６　事務連絡車１２ヶ月点検に伴う経費の支出について
12,285

消防局 中央消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
30,480

消防局 中央消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（２月分）の支出について
15,568

消防局 中央消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用工具セット購入に伴う経費の支出について
38,220

消防局 中央消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用なにわ８００す２２７８　救助車（ＢＲ１２）バッテリー交換に伴う経費の支出について
44,100

消防局 中央消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用中性洗剤購入に伴う経費の支出について
26,460

消防局 中央消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用なにわ８００す・１０４　広報車（ＰＩ３４８）車検整備等に伴う経費の支出について
39,585

消防局 中央消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用なにわ８００す・１０４　広報車（ＰＩ３４８）車検追加整備に伴う経費の支出について
65,100

消防局 西消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１３）車載用伸縮型投光器修理経費の支出について
113,295

消防局 西消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４４）継続検査経費の支出について
24,570

消防局 西消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５０・Ａ３９４）２台のエンジンオイル交換経費の支出について
11,550

消防局 西消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
5,615

消防局 西消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
12,773

消防局 西消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
720

消防局 西消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
125

消防局 西消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
1,002

消防局 西消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
21,458

消防局 西消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
30,210

消防局 西消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,147

消防局 西消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
9,408

消防局 西消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
500

消防局 西消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,250

消防局 西消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,821

消防局 西消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０３）１２ヶ月定期点検経費の支出について
12,337

消防局 西消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
13,965

消防局 港消防署 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用可搬型無線機大消３３１の修理経費の支出について
12,337

消防局 港消防署 平成26年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用田中出張所４階浴室バス水栓の修理経費の支出について
15,750

消防局 港消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
788

消防局 港消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
46,250

消防局 港消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
730

消防局 港消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,931

消防局 港消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,087

消防局 港消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用トイレ消臭剤外１点の購入経費の支出について
30,056

消防局 港消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機田中１の修理経費の支出について
18,375

消防局 港消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用可搬式ポンプ（東田中公園）修理経費の支出について
23,110

消防局 港消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用梯子車（Ｌ１６）のタイヤ交換修理経費の支出について
76,650

消防局 港消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
11,430

消防局 港消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（２月分）支出について
15,519

消防局 港消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用１階男子トイレ扉修理経費の支出について
157,500

消防局 港消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用司令車の定期点検整備等経費の支出について
8,820

消防局 大正消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　手動清掃用品の購入に伴う経費の支出について
45,297

消防局 大正消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　泉尾出張所エアコンの修理に伴う経費の支出について
10,500
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消防局 大正消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
15,943

消防局 大正消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
2,151

消防局 大正消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
160

消防局 大正消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
5,139

消防局 大正消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,601

消防局 大正消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　空気呼吸器の修理に伴う経費の支出について
70,318

消防局 大正消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　空気呼吸器用腰パッドの購入に伴う経費の支出について
8,400

消防局 大正消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車の１２カ月点検等に伴う経費の支出について
10,605

消防局 大正消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　プリンタ―の消耗品（プリントパック）の購入に伴う経費の支出について
50,505

消防局 大正消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（大正Ｌ８）のタイヤ交換経費の支出について
94,500

消防局 大正消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
25,626

消防局 大正消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
6,190

消防局 大正消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　防災講演会　会場設営及び撤去に伴う経費の支出について
118,650

消防局 大正消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　プリンターの消耗品（プリントパック）の購入に伴う経費の支出について
44,100

消防局 大正消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　トレーニングマットの購入に伴う経費の支出について
57,708

消防局 大正消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤外２点の購入に伴う経費の支出について
49,770

消防局 大正消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　鶴町出張所１階トイレの排水管詰まり清掃に伴う経費の支出について
26,250

消防局 大正消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮車（ＣＣ３４７）車検整備等に伴う経費の支出について
23,100

消防局 天王寺消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３１１）の継続検査整備等に伴う経費の支出について
48,300

消防局 天王寺消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
16,818

消防局 天王寺消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
5,799

消防局 天王寺消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
1,110

消防局 天王寺消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
700

消防局 天王寺消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
1,760

消防局 天王寺消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
4,116

消防局 天王寺消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
10,800

消防局 天王寺消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器修理経費の支出について
5,292

消防局 天王寺消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（２月分）
17,868

消防局 天王寺消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（２月分）
9,790

消防局 浪速消防署 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　半自動除細動器の修理経費の支出について
141,750

消防局 浪速消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネス外６点の購入に伴う経費の支出について
72,303

消防局 浪速消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気ボンべの修理に伴う経費の支出について
6,447

消防局 浪速消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す３２２６（Ａ３６５）のフラッシャーユニット修理に伴う経費の支出について
8,736

消防局 浪速消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　　なにわ８００す３２２６（Ａ３６５）のオイル交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 浪速消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４７８９（Ａ３６２）の左ヘッドランプ交換に伴う経費の支出について
15,750

消防局 浪速消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,785

消防局 浪速消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,150

消防局 浪速消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,540

消防局 浪速消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,591

消防局 浪速消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
9,870

消防局 浪速消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器の修理に伴う経費の支出について
97,650

消防局 浪速消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
13,950

消防局 浪速消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（２月分）
18,441

消防局 浪速消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４７８９（Ａ３６２）のシートベルト修理に伴う経費の支出について
35,595

消防局 浪速消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００さ４８８８（ＳＲ１）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
49,560

消防局 浪速消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す１３９１（ＰＩ３１７）の１２カ月定期点検に伴う経費の支出について
8,400

消防局 浪速消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯型無線機浪速出張所５０（浪速１３－００４）の修理に伴う経費の支出について
18,375

消防局 浪速消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯型無線機浪速４０（浪速１３－００５）の修理に伴う経費の支出について
15,750
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消防局 西淀川消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎暖房用：石油ストーブ等の白灯油購入に伴う経費の支出について
131,877

消防局 西淀川消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用：ユニホルダー買入に伴う経費の支出について
5,409

消防局 西淀川消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用：小型タンク車（ＳＴ１８３）後部器材庫ドアキャッチ修理に伴う経費の支出について
11,550

消防局 西淀川消防署 平成26年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用：小型タンク車（ST188）右水量計ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管修理に伴う経費の支出について
12,600

消防局 西淀川消防署 平成26年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用：指揮車（ＣＣ３０９）の車検整備に伴う経費の支出について
30,030

消防局 西淀川消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用：可燃性ガス検知器修理に伴う経費の支出について
13,545

消防局 西淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,978

消防局 西淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
720

消防局 西淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,063

消防局 西淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,175

消防局 西淀川消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用：電気衣類乾燥機の修理（西淀川消防署３階洗面所設置）に伴う経費の支出について
19,320

消防局 西淀川消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用：小型タンク車（ST188）外１台のタイヤ交換（後輪２本）に伴う経費の支出について
86,100

消防局 西淀川消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用：はしご車（Ｌ２５）バッテリー交換に伴う経費の支出について
79,800

消防局 西淀川消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
30,160

消防局 西淀川消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用：乾式電子複写機複写料（２月分）に伴う経費の支出について
10,700

消防局 西淀川消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用：ガス衣類乾燥機の修理（本署３階洗面所）に伴う経費の支出について
26,250

消防局 西淀川消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用：広報車（ＰＩ３３１）・事務連絡車の１２ヶ月定期点検整備に伴う経費の支出について
23,100

消防局 西淀川消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用：カラーインク外４点に伴う経費の支出について
32,000

消防局 西淀川消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用：自転車６台購入に伴う経費の支出について
94,500

消防局 西淀川消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用：折りたたみ布担架外３点買入に伴う経費の支出について
78,540

消防局 西淀川消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用：３００型空気呼吸器減圧器０リング外２点に伴う経費の支出について
58,222

消防局 西淀川消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用：防爆型携帯無線機（西淀川８００）の修理に伴う経費の支出について
55,404

消防局 淀川消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用所轄指揮車（ＣＣ３３７）バッテリー交換経費の支出について
16,380

消防局 淀川消防署 平成26年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車（Ａ３８４）バッテリー交換経費の支出について
31,668

消防局 淀川消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用淀川消防署空調機修理経費の支出について
22,155

消防局 淀川消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
12,432

消防局 淀川消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
621

消防局 淀川消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
3,885

消防局 淀川消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
2,980

消防局 淀川消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
2,520

消防局 淀川消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について
14,490

消防局 淀川消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用空気呼吸器部品（右肩ベルト外３点）購入経費の支出について
45,570

消防局 淀川消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用クリップファイル外６点購入経費の支出について
57,116

消防局 淀川消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
45,640

消防局 淀川消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（２月分）支出について
24,559

消防局 淀川消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用資器材（減圧弁）修理経費の支出について
10,290

消防局 淀川消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用資材（コンパネ外６点）購入経費の支出について
78,120

消防局 淀川消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車（ＳＴ２１４）バッテリー交換及び外１台タイヤ交換経費の支出について
45,150

消防局 淀川消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用所轄指揮車（ＣＣ３３７）定期点検経費の支出について
9,429

消防局 淀川消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用司令車継続検査経費の支出について
25,756

消防局 淀川消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（淀川１５）修理経費の支出について
15,750

消防局 東淀川消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　クリップボード（Ａ４タテ型）外７点の買入に伴う経費の支出について
46,977

消防局 東淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・管理費）
3,038

消防局 東淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・管理費）
11,340

消防局 東淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・管理費）
300

消防局 東淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・管理費）
4,330

消防局 東淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・運営費）
10,960

消防局 東淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１２６）の方向指示器修理に伴う経費の支出について
11,865



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

消防局 東淀川消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・運営費）
1,512

消防局 東淀川消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車（なにわ５０１ま４２７８）の１２ヶ月定期点検整備等に伴う経費の支出について
11,550

消防局 東淀川消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（大消３０６）修理に伴う経費の支出について
19,425

消防局 東淀川消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
17,459

消防局 東淀川消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　救急待機室用エアコンの修理に伴う経費支出について
19,950

消防局 東淀川消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（2月分）
23,840

消防局 東成消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２２）１２か月点検経費の支出について
10,815

消防局 東成消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用ドレーゲル社製空気呼吸器（東成１７）外１点の修理経費の支出について
71,925

消防局 東成消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　ＰＰＣカラー用紙外２点買入経費の支出について
13,723

消防局 東成消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用ゴム印買入経費の支出について
11,109

消防局 東成消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用東成消防署食堂エアコン修理経費の支出について
7,350

消防局 東成消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　起震車１２か月点検経費の支出について
25,305

消防局 東成消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布及びタオルケットの洗濯（１０月～１２月分）
10,400

消防局 東成消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
9,036

消防局 東成消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
2,160

消防局 東成消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
90

消防局 東成消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
4,200

消防局 東成消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
7,137

消防局 東成消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用バックルコンテナ外４点買入経費の支出について
38,535

消防局 東成消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,150

消防局 東成消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　ミニ消防車（たまつ）１２か月点検経費の支出について
7,507

消防局 東成消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費等の支出について（２月分）
9,130

消防局 東成消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（２月分）の支出について
23,948

消防局 東成消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東成消防署深江出張所事務室兼食堂エアコン点検修理経費の支出について
8,925

消防局 東成消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
45,570

消防局 東成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器用スポンジ外５点買入経費の支出について
42,315

消防局 東成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器ライフゼムＡ１型用右肩ベルト外１点購入経費の支出について
13,986

消防局 東成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　資器材搬送用バッグ買入経費の支出について
56,700

消防局 東成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器ドレーゲル用肩パッド外２点購入経費の支出について
40,278

消防局 東成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　密閉タンク外２点買入経費の支出について
42,294

消防局 東成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ガス溶断機用バッテリー買入経費の支出について
9,607

消防局 東成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東成消防広報車（ＰＩ３０１）１２か月点検経費の支出について
9,135

消防局 東成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ９５）タイヤ交換経費の支出について
65,100

消防局 東成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　デジタル車載無線機（ＣＣ３２２）修理経費の支出について
61,425

消防局 東成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用訓練用車両借入経費の支出について
63,000

消防局 生野消防署 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７２）エンジンオイル交換経費の支出について
5,775

消防局 生野消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（生野８００）の修理経費の支出について
46,265

消防局 生野消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 一般事務用　シュレッダー（生野消防署）修理経費の支出について
36,225

消防局 生野消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,020

消防局 生野消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
876

消防局 生野消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,503

消防局 生野消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,260

消防局 生野消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,580

消防局 生野消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,464

消防局 生野消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,186

消防局 生野消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２１）の定期点検整備等経費の支出について
7,665

消防局 生野消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤外４点買入経費の支出について
19,148

消防局 生野消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（２月分）
21,020
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消防局 生野消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（２月分）
19,036

消防局 生野消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９９）エンジンオイル交換経費の支出について
5,775

消防局 生野消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９９）バックドアステー取替経費の支出について
16,632

消防局 生野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３３）の定期点検整備等経費の支出について
10,500

消防局 旭消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用旭消防署防犯器親機取替修理経費の支出について
45,150

消防局 旭消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用司令車定期点検経費の支出について
6,615

消防局 旭消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用広報車（ＰＩ５０５）継続検査経費の支出について
27,300

消防局 旭消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,821

消防局 旭消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用白灯油購入経費の支出について
33,679

消防局 旭消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
22,452

消防局 旭消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,240

消防局 旭消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
960

消防局 旭消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,410

消防局 旭消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,990

消防局 旭消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用はしご車（Ｌ２３）サーチライト修理経費の支出について
14,700

消防局 旭消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（２月分）
17,120

消防局 旭消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機料（２月分）経費の支出について
15,020

消防局 旭消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用指揮・調査車（ＣＣ３１６）バッテリー交換修理経費の支出について
19,740

消防局 旭消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車（Ａ３６０）ヘッドランプ修理経費の支出について
53,655

消防局 旭消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用指揮・調査車（ＣＣ３１６）定期検査経費の支出について
7,350

消防局 城東消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
22,052

消防局 城東消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　城東消防署中浜出張所オーバードア修理の経費支出について
89,250

消防局 城東消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
2,250

消防局 城東消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,963

消防局 城東消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
4,582

消防局 城東消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
2,625

消防局 城東消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
19,840

消防局 城東消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）の購入経費の支出について
10,855

消防局 城東消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１９５）水量計修理の経費支出について
12,600

消防局 城東消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車外２点の定期点検整備の経費支出について
31,500

消防局 鶴見消防署 平成26年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　Ｄリングファイル外４点購入経費の支出について
16,704

消防局 鶴見消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防車両用　蛍光管購入経費の支出について
6,825

消防局 鶴見消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器肩パッド外８点購入経費の支出について
122,766

消防局 鶴見消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ａ３７７）冷却水漏れ外２点修理経費の支出について
109,077

消防局 鶴見消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器修理経費の支出について
98,332

消防局 鶴見消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　洗剤外３点購入経費の支出について
35,687

消防局 鶴見消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　インクカートリッジ購入経費の支出について
15,750

消防局 鶴見消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,123

消防局 鶴見消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
9,420

消防局 鶴見消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
640

消防局 鶴見消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
200

消防局 鶴見消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
16,626

消防局 鶴見消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　パッケージエアコン修理経費の支出について
98,175

消防局 鶴見消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（ＳＴ２３４）タイヤ交換経費の支出について
32,340

消防局 鶴見消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（２月分）
16,700

消防局 鶴見消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の経費の支出について
15,386

消防局 鶴見消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊毛布・タオルケット洗濯（１～３月分）の経費の支出について
7,547

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用重機搬送車（ＲＷ２４）のタイヤ交換経費の支出について
11,550
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消防局 阿倍野消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用補給車（ＳＣ２２）の車検整備及びミニクローラクレーン定期点検整備の経費の支出について
84,000

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用ミニクローラクレーン定期点検整備の追加整備経費の支出について
3,675

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用所轄指揮調査車（ＣＣ３３２）の車検整備経費の支出について
28,875

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用食器用洗剤の購入経費の支出について
21,892

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用ファックス用紙Ａ外５点の購入経費の支出について
40,110

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎暖房用白灯油の購入経費の支出について
50,662

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用広報車（ＰＩ３２６）の車検整備経費の支出について
28,875

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用防爆携帯無線機（阿倍野８００）の修理経費の支出について
28,350

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,109

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,000

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
880

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,631

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,260

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,575

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,675

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機複写料（２月分）経費の支出について
16,939

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車（Ａ３９３）のオイル交換経費の支出について
5,775

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車（Ａ３９６）スロープパネルロック交換に伴う経費の支出について
10,563

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
49,300

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用司令車の定期点検（１２カ月）整備経費の支出について
6,825

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気ボンベ（空気呼吸器用）の修理経費の支出について
5,491

消防局 阿倍野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用レスキューツールグラスソー（ルーカス）の修理経費の支出について
14,700

消防局 住之江消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ペーパーパンチ外１点買入経費の支出について
7,980

消防局 住之江消防署 平成26年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮調査車外１台１２ヶ月定期点検整備等経費の支出について
31,573

消防局 住之江消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住之江消防署汚水配管通管清掃経費の支出について
26,250

消防局 住之江消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１１６）タイヤ交換（２）経費の支出について
18,900

消防局 住之江消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（２月分）経費の支出について
11,956

消防局 住之江消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　南港出張所プロパンガス使用料（２月分）に伴う経費の支出について
76,230

消防局 住之江消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　ギヤオイル買入に伴う経費の支出について
6,090

消防局 住之江消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ２６）外１台バッテリー交換経費の支出について
149,100

消防局 住之江消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器ボンベ修理（２）経費の支出について
12,012

消防局 住之江消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
606

消防局 住之江消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,346

消防局 住之江消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,700

消防局 住之江消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ヘッドハーネス外２点買入経費の支出について
24,727

消防局 住之江消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,009

消防局 住之江消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,690

消防局 住之江消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　防爆型無線機（南港８００）修理経費の支出について
55,308

消防局 住之江消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費等の支出について（２月分）
26,590

消防局 住之江消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 体育訓練用　ベンチプレス台買入経費の支出について
36,960

消防局 住之江消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住之江消防署漏水補修工事経費の支出について
37,800

消防局 住之江消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　蛍光灯（２０ｗ）買入に伴う経費の支出について
3,045

消防局 住之江消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１５）１２ヶ月定期点検整備等経費の支出について
14,994

消防局 住吉消防署 平成26年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車（ＳＴ１５７）　ホースカー修理に伴う経費の支出について
12,390

消防局 住吉消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　三角巾購入に伴う経費の支出について
29,925

消防局 住吉消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住吉消防署万代出張所　空調リモコン修理に伴う経費の支出について
31,395

消防局 住吉消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
942

消防局 住吉消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
9,023
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消防局 住吉消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,570

消防局 住吉消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
160

消防局 住吉消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
29,558

消防局 住吉消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　蛍光灯購入に伴う経費の支出について
58,957

消防局 住吉消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車１２ヶ月点検に伴う経費の支出について
6,300

消防局 住吉消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車１２ヶ月点検追加整備に伴う経費の支出について
4,200

消防局 住吉消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
18,769

消防局 住吉消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（Ｌ１９）タイヤ交換に伴う経費の支出について
138,180

消防局 住吉消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
12,730

消防局 住吉消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　布テープほか２点購入に伴う経費の支出について
50,662

消防局 住吉消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ４６）タイヤ交換に伴う経費の支出について
64,680

消防局 住吉消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　救急用酸素調整器オキシフロー修理に伴う経費の支出について
18,900

消防局 住吉消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　救急用現場活動用鞄修理に伴う経費の支出について
10,500

消防局 住吉消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネほか６点購入に伴う経費の支出について
55,020

消防局 住吉消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４６）１２ヶ月点検に伴う経費の支出について
6,300

消防局 東住吉消防署 平成26年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　台所洗剤外１点購入経費の支出について
14,626

消防局 東住吉消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払い基金への繰り戻し金（２月分）支出について
4,830

消防局 東住吉消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払い基金への繰り戻し金（２月分）支出について
11,319

消防局 東住吉消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払い基金への繰り戻し金（２月分）支出について
3,800

消防局 東住吉消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金への繰り戻し金（２月分）支出について
1,310

消防局 東住吉消防署 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払い基金への繰り戻し金（２月分）支出について
8,925

消防局 東住吉消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東住吉消防署浴室混合栓修理にかかる経費の支出について
9,975

消防局 東住吉消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車(ＣＣ３０６）継続検査にかかる経費の支出について
32,445

消防局 東住吉消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　１２ｍｍロープ（赤色１００ｍ）購入経費の支出について
34,650

消防局 東住吉消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（北田辺１４）修理経費の支出について
15,750

消防局 東住吉消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金への繰り戻し金（２月分）支出について
400

消防局 東住吉消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
23,152

消防局 東住吉消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東住吉消防署温水洗浄便座交換修理にかかる経費の支出について
115,500

消防局 東住吉消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
20,920

消防局 東住吉消防署 平成26年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　布テープ外３点購入経費の支出について
19,950

消防局 東住吉消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４０）１２ヶ月点検整備にかかる経費の支出について
12,810

消防局 東住吉消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払い基金への繰戻金（３月分）支出について
9,577

消防局 東住吉消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払い基金への繰戻金（３月分）支出について
10,500

消防局 東住吉消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金への繰戻金（３月分）支出について
560

消防局 東住吉消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払い基金への繰戻金（３月分）支出について
7,560

消防局 平野消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用ドライスーツ破損修理経費の支出について
15,750

消防局 平野消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車１２カ月点検に伴う経費の支出について
6,615

消防局 平野消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（PI327）車検整備に伴う経費の支出について
23,835

消防局 平野消防署 平成26年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（大消３４９）修理経費の支出について
43,575

消防局 平野消防署 平成26年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（1月分）の経費の支出について
16,576

消防局 平野消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気呼吸器中圧安全弁エアー漏れ修理に伴う経費の支出について
32,550

消防局 平野消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の経費の支出について
23,146

消防局 平野消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　平野消防署本署洗濯機の修理に伴う経費の支出について
20,685

消防局 平野消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネ及び番線の購入経費の支出について
32,445

消防局 平野消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型ポンプ車（P177）バッテリー取替に伴う経費の支出について
16,800

消防局 平野消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（A379）タイヤ交換経費の支出について
67,515

消防局 平野消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震災火災対策用可搬式ポンプ２基修理経費の支出について
69,300

消防局 平野消防署 平成26年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気呼吸器肺力式レギュレータハーフマスク付中圧ホースアッセンブリーの修理に伴う経費の支出について
16,453
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消防局 平野消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
23,940

消防局 平野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,145

消防局 平野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
18,900

消防局 平野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,500

消防局 平野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,890

消防局 平野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,319

消防局 平野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
360

消防局 平野消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
12,975

消防局 西成消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４２）継続検査に伴う経費の支出について
24,150

消防局 西成消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（みらい）１２ヶ月点検に伴う経費の支出について
4,200

消防局 西成消防署 平成26年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（西成９）修理経費の支出について
70,875

消防局 西成消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,605

消防局 西成消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
35,490

消防局 西成消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,730

消防局 西成消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,595

消防局 西成消防署 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
9,135

消防局 西成消防署 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４２）の継続検査に伴う追加整備経費の支出について
40,782

消防局 西成消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（みらい）１２ヶ月定期点検に伴う追加整備経費の支出について
29,904

消防局 西成消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　３００型空気呼吸器５基修理経費の支出について
121,600

消防局 西成消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（２月分）
14,800

消防局 西成消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）に伴う経費の支出について
14,975

消防局 西成消防署 平成26年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８０）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 西成消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　風呂用洗剤外５点購入経費の支出について
153,310

消防局 西成消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　朱肉外１６点購入経費の支出について
29,436

消防局 西成消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西成消防署屋外給油所給油装置の修理経費の支出について
123,900

消防局 西成消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　クリップファイル外10点購入経費の支出について
35,388

消防局 西成消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８０）バックドアパネル修理に伴う経費の支出について
71,589

消防局 西成消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指令車（ＣＣ３２４）１２ヶ月点検に伴う経費の支出について
7,350

消防局 西成消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ガス検知器修理に伴う経費の支出について
13,230

消防局 西成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　油性ペン外６点購入経費の支出について
87,822

消防局 西成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続防火防止緊急対策用　マルチパネル外２点購入経費の支出について
33,180

消防局 西成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネス外３点購入経費の支出について
70,434

消防局 西成消防署 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６３）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 水上消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５４）エンジンオイル交換経費の支出について
5,775

消防局 水上消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５４）インバータ修理経費の支出について
9,240

消防局 水上消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機 高津８８０の修理経費の支出について
40,283

消防局 水上消防署 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具（ボンベ）の修理経費の支出について
4,725

消防局 水上消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

消防局 水上消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
240

消防局 水上消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,996

消防局 水上消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３９）車検整備経費の支出について
28,323

消防局 水上消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３５）車検整備経費の支出について
27,804

消防局 水上消防署 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,625

消防局 水上消防署 平成26年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　心肺蘇生法トレーニングセットの購入経費の支出について
22,050

消防局 水上消防署 平成26年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）経費の支出について
20,724

消防局 水上消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（２月分）
15,550

消防局 水上消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 資格取得用（海技士）市内出張旅費等の支出について（２月分）
2,820

消防局 水上消防署 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車１２ヶ月定期点検経費の支出について
8,767
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消防局 水上消防署 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　台所用漂白剤外５点の購入経費の支出について
98,542

消防局 救急課 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用携帯用テキスト（グリーンカード）の購入経費の支出について
400,000

消防局 救急課 平成26年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用テキスト（家庭の救急ノート１１９）の購入経費の支出について
1,600,000

消防局 救急課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金（FAX)の支出について（２月分）
2,727

消防局 救急課 平成26年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金の支出について（２月分）
23,756

消防局 救急課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急業務用患者等搬送乗務員適任証ほか２点製作経費の支出について
186,900

消防局 救急課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急安心センター業務用ヘッドセット一式の購入及び同経費の支出について
55,125

消防局 救急課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用救命浮環用カートリッジ式ガスボンベの購入経費の支出について
71,820

消防局 救急課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２５年度救急安心センター業務用医師・看護師救急医療相談業務委託経費の支出について（２月分）
11,424,807

消防局 救急課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２５年度救急資器材管理供給業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１月分）
3,594,160

消防局 救急課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用平成２５年度応急手当普及啓発業務委託に係る経費の支出について（2月分）
5,816,300

消防局 救急課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用ＡＥＤトレーナー用パドルほか２点の購入及び同経費の支出について
636,720

消防局 救急課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用携帯電話用ネックストラップの購入経費の支出について
66,150

消防局 救急課 平成26年03月17日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急業務用自動体外式除細動器（ＡＥＤ)トレーナーの購入及び同経費の支出について
1,294,839

消防局 救急課 平成26年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報償費　報償金 救急安心センタープロトコール作成検討委員会の出席委員にかかる謝礼金の支出について
306

消防局 救急課 平成26年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用救急車内消毒機一式の購入経費の支出について
3,150,000

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 人工呼吸訓練用フェイスカバーの購入経費の支出について
425,250

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 応急手当普及啓発用短時間講習テキストの印刷に係る経費の支出について
483,210

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用血糖値測定器一式の購入経費の支出について
548,100

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用感染防止衣用ベルトの購入経費の支出について
216,720

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用電動式吸引器用バッテリの購入経費の支出について
257,040

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 心肺蘇生用成人訓練人形肺ほか９点の購入及び同経費の支出について
779,756

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急業務用心肺蘇生用成人訓練人形肺ほか６点の購入及び同経費の支出について
227,902

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用不織布製感染防止衣（極寒期用）の購入経費の支出について
5,017,950

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急訓練用高度救命処置用訓練人形静脈路確保困難モデル腕表皮ほか７点の購入及び同経費の支出について
571,200

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター業務用＃７１１９利用料金の支出について（２月分）
75,810

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用プロバイダー使用料の支出について（２月分・３月分）
2,631

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用インターネット回線使用料の支出について（３月分）
5,617

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用メールサーバー使用料の支出について（３月分）
4,914

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 救急活動用タ―ポリン担架の購入経費の支出について
428,400

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 救急活動用救命浮環の購入経費の支出について
114,450

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 救急活動用心肺蘇生用背板の購入経費の支出について
170,100

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用スクープストレッチャー一式の購入経費の支出について
2,003,400

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用電動式吸引器一式の購入経費の支出について
1,997,100

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用手動式人工呼吸器一式の購入経費の支出について
1,915,200

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用陰圧副子（部分用）一式の購入経費の支出について
665,280

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用患者監視装置一式の購入経費の支出について
24,066,000

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用自動体外式除細動器一式の購入経費の支出について
13,986,000

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用呼気終末炭酸ガス濃度測定器一式の購入経費の支出について
4,173,750

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用手動引金式人工呼吸器一式の購入経費の支出について
5,103,000

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用自動式人工呼吸器一式の購入経費の支出について
11,970,000

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用ショックパンツ（成人用・小児用）一式の購入経費の支出について
5,166,000

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用ビデオ硬性挿管用喉頭鏡一式の購入経費の支出について
7,207,200

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用メディカルサポートバッグ一式の購入経費の支出について
2,872,800

消防局 救急課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急業務用高度救命処置用（静脈路確保困難モデル付き）訓練人形の購入及び同経費の支出について
3,570,000

危機管理室 危機管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 防災会議用防災会議に係る委員報酬・費用弁償の支出について（第4回分）
144,045

危機管理室 危機管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 防災会議用防災会議に係る委員報酬・費用弁償の支出について（第4回分）
35,120

危機管理室 危機管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用スタンプ台外１１点の購入にかかる費用の支出について
22,029
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危機管理室 危機管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用ゴム印の購入にかかる費用の支出について
903

危機管理室 危機管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 防災会議用大阪市防災会議に係る委員報酬・費用弁償の支出について
112,035

危機管理室 危機管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 防災会議用大阪市防災会議に係る委員報酬・費用弁償の支出について
5,700

危機管理室 危機管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害備蓄用飲料水（産業廃棄物）の廃棄に必要な産業廃棄物管理票（マニフェスト）の買入にかかる経費の支出について
17,500

危機管理室 危機管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（１月分）の支出について
68,831

危機管理室 危機管理課 平成26年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（１月分）の支出について
3,780

危機管理室 危機管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１月分）
131,838

危機管理室 危機管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１月分）
434,147

危機管理室 危機管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１月分）
92,286

危機管理室 危機管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（１月分）
108,229

危機管理室 危機管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 需用費　消耗品費 デジタルＭＣＡ無線機用ホイップアンテナ外３点の買入にかかる経費の支出について
2,709,000

危機管理室 危機管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理体制の充実用被災地支援業務報告のための管外出張にかかる旅費の支出について
41,100

危機管理室 危機管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（２月分）の支出について
2,691

危機管理室 危機管理課 平成26年03月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 委託料　委託料 防災対策事業用収容避難所表示板の買入に係る経費の支出について
215,250

危機管理室 危機管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用ボールペン外１６点の買入にかかる支出について
81,532

危機管理室 危機管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（１月分）の支出について
63,531

危機管理室 危機管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 備品購入費　機械器具費 災害対策本部事務用液晶テレビ外１点の買入にかかる支出について
217,350

危機管理室 危機管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら１５）電話回線使用料等（２月分）の支出について
2,691

危機管理室 危機管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（１月使用分）の支出について
11,086

危機管理室 危機管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（２月分）の支出について
130,128

危機管理室 危機管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市防災会議議事録等作成業務に係る経費の支出について
31,500

危機管理室 危機管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ制御局利用料の支出について（３月分）
2,935,317

危機管理室 危機管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張旅費（２月分）の支出について
9,900

危機管理室 危機管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張旅費（２月分）の支出について
50,370

危機管理室 危機管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（２月分）の支出について
18,187

危機管理室 危機管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成２５年度災害救助用飲料水（産業廃棄物）の収集・運搬及び処分業務にかかる経費の支出について
5,250,000

危機管理室 危機管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　危機管理情報システムの機能追加提供業務にかかる委託料の支出について（2月分）
12,600

危機管理室 危機管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 委託料　委託料 防災対策事業用大阪市地震津波被害想定調査業務の実施に係る経費の支出について（平成25年度分）
8,345,400

危機管理室 危機管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（２月分）の支出について
5,710

危機管理室 危機管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　分担金 小災害対策用フィリピン共和国支援の救援物資輸送にかかる経費の支出について
358,000

危機管理室 危機管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理訓練用４芯モジュラーケーブル他２件の購入にかかる経費の支出について
11,550

危機管理室 危機管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用市内・近接管外出張交通費（２月分）の支出について
96,110

危機管理室 危機管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 被災者支援システム用パソコンキャリングバッグの購入にかかる支出について
27,562

危機管理室 危機管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用災害対策基本法改正ガイドブックの買入にかかる支出について
3,990

危機管理室 危機管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用ホッチキス外１６点の買入にかかる支出について
56,563

危機管理室 危機管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（２月分）の支出について
12,462

危機管理室 危機管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（３月分）
490,770

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（２月分）
131,838

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害備蓄用保存水の買入にかかる経費の支出について（２６年２月納期５４万本）
18,876,737

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用プリンタートナー他４点の買入にかかる支出について
154,203

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（２月分）
50,415

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用コピー代金の支出について（２月分）
34,259

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（１月分）
7,570

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（１月分）の支出について
8,116

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
345

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（２月分）の支出について
2,006

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（２月分）の支出について
3,780

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（２月分）の支出について
104,000
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危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（２月分）の支出について
15,896

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
1,460

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（２月分）の支出について
315,372

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用気象情報取り込みにかかる電話回線使用料（２月分）の支出について
31,403

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
140

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
380

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（２月分）の支出について
136,500

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
29,070

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムの運用業務にかかる委託料の支出について（２月分）
256,200

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料の支出について（２月分）
13,440

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（２月分）
434,147

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（２月分）
71,685

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（２月分）
9,842

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（２月分）
1,008

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料（ＥＴＣ）の支払いについて（１月分）
700

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度防災情報充実強化事業市町村負担額の支出について（プラットフォーム分担金）
5,920,000

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（２月分）
92,286

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（２月分）
108,229

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 需用費　消耗品費 災害時避難所誘導表示板設置のための取付金具の買入れにかかる経費の支出について
86,625

危機管理室 危機管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 委託料　委託料 液晶ディスプレイ外１点（産業廃棄物）の収集・運搬及び処理業務委託にかかる支出について
54,600

市政改革室 総合調整担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年２月分）
74,782

市政改革室 総合調整担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度庁内利用カラープリンター等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年２月分）
10,584

市政改革室 総合調整担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２６年２月分）の支払いについて
2,590

市政改革室 総合調整担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
12,800

市政改革室 総合調整担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（分室・平成２６年２月分）
22,189

市政改革室 総合調整担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（４階総合調整側・平成２６年２月分）
25,305

市政改革室 総合調整担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（４階ＰＤＣＡ側・平成２６年２月分）
14,518

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 委託料　委託料 平成25年度インターネットアンケート調査業務委託（エイズ対策・ＨＩＶ感染に関する市民意識調査）に係る経費の支出について
150,150

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 世論調査用　受取人払郵便料金の支出について（2月分）
105

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 委託料　委託料 平成25年度世論調査業務委託（情報発信について）に係る経費の支出について
976,500

契約管財局 契約課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第６回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
48,015

契約管財局 契約課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「六法全書　平成２５年版ほか１点」の購入経費の支出について
16,275

契約管財局 契約課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
6,035

契約管財局 契約課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
5,435

契約管財局 契約課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成26年２月分）
96,772

契約管財局 契約課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入経費の支出について（平成26年２月分）
6,888

契約管財局 契約課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入経費の支出について（平成26年２月分）
22,995

契約管財局 契約課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内等出張交通費（２月分）の支出について
1,880

契約管財局 契約課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「問答式　現代契約実務全書２２２号」外１点の購入経費の支出について
7,700

契約管財局 契約課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成26年2月分）
1,679,196

契約管財局 契約課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
23,480

契約管財局 契約課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について(平成26年3月分)
14,069,270

契約管財局 契約課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成２６年２月分）
154,406

契約管財局 契約課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（２月分）
92,437

契約管財局 契約課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ長期借入経費の支出について（２月分）
22,869

契約管財局 契約課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（２月分）
8,631

契約管財局 契約課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（２月分）
239,119

契約管財局 契約課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（２月分）
30,527
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契約管財局 契約課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成26年2月分）
64,733

契約管財局 契約課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（１、２月分）
7,560

契約管財局 契約課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行日本法規追録１０３３０－１０３４７号」の購入経費の支出について
16,722

契約管財局 契約課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行日本法規追録１０３１０－１０３２９号」ほか１点の購入経費の支出について
102,580

契約管財局 契約制度課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第１３８回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬の支出について
64,020

契約管財局 契約制度課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「弁護士に対する法律相談の実施並びに同経費」にかかる報償費の支出について
21,000

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年2月分）
4,120

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年1月分）
3,790

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年1月分）
1,880

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年2月分）
6,147

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成25年6月分（追加その２））
2,690

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年2月分）
16,348

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年2月分）
151,884

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年2月分）
24,360

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年2月分）
173,519

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入に係る賃借料の支出について（平成26年2月分）
25,347

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年2月）
202,251

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年2月分）
7,279,891

契約管財局 契約制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年2月分）
324,450

契約管財局 管財課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用土地基本関係法令集外の追録の購読に係る経費の支出について
22,000

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 港区賃貸地の売却媒介業務委託にかかる委託手数料の支出について
199,106

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 工事請負費　新規工事費 契約管財局所管用地フェンス設置工事の経費の支出について
147,000

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―13）
443,100

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第２部 総務事業費 政策企画事業費 政策企画事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―1）
592,200

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―15）
1,100,400

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―12）
585,900

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―8）
368,550

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―7）
397,950

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―14）
585,900

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月－4）
384,059

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―9）
471,450

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月－4）
117,841

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用意見書作成に係る経費の支出について（26年3月入札分－17）
42,000

契約管財局 管財課 平成26年03月07日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―6）
208,950

契約管財局 管財課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（２月分）
4,385

契約管財局 管財課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 不動産売却にかかる現地見学会の出張旅費の支出について（平成26年2月20～21日分）
13,960

契約管財局 管財課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用長狭物維持・管理の手引－自治体による旧法定外公共物の運営－の追録の購読に係る経費の支出について
5,000

契約管財局 管財課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１月分）
2,490

契約管財局 管財課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１月分）
16,820

契約管財局 管財課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局管理用地地盤耐荷重調査及び利用計画等検討業務委託に係る経費の支出について
3,144,750

契約管財局 管財課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,585

契約管財局 管財課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
534

契約管財局 管財課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,790

契約管財局 管財課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,450

契約管財局 管財課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月－5）
76,192

契約管財局 管財課 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月－5）
565,358

契約管財局 管財課 平成26年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―16）
1,041,600

契約管財局 管財課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（26年3月入札分―3）
433,650
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契約管財局 管財課 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（もと大阪北小学校）
3,966,900

契約管財局 管財課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 土地売払申込保証金の取り扱いにかかる法律意見書の作成経費の支出について
73,500

契約管財局 管財課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（２月分）
1,186

契約管財局 管財課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 財産台帳情報提供システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
24,570

契約管財局 管財課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 もと津守浄水場機械警備業務委託の経費の支出について（２月分）
26,250

契約管財局 管財課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
148,428

契約管財局 管財課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用借地借家紛争解決の手引外の追録の購読に係る経費の支出について
16,500

契約管財局 管財課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について
197,400

契約管財局 管財課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 工事請負費　新規工事費 契約管財局所管用地フェンス設置工事の実施及び経費の支出について
131,250

契約管財局 管財課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１月追加分）
580

契約管財局 管財課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（２月分）
3,200

契約管財局 管財課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（２月分）
22,320

契約管財局 管財課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済基金分担金の支出について（２月申込分）
32,852

契約管財局 管財課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 備品購入費　図書購入費 管財事務用「コンメンタール借地借家法」購入に係る経費の支出について
5,460

契約管財局 管財制度課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化に係る相談等不動産鑑定士報償金の支出について（案件番号６）
20,000

契約管財局 管財制度課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第737回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
112,035

契約管財局 管財制度課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（３月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 立替金等請求控訴事件（港区弁天町駅前開発土地信託事業）における法律意見書作成に関する事前相談に係る経費の支出について
21,000

契約管財局 審査課 平成26年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「行政強制実務提要１８６号－１８８号外１点」の購入経費の支出について
21,883

契約管財局 審査課 平成26年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「土地収用法実務提要（質疑応答編）１７号」の購入経費の支出について
2,007

契約管財局 審査課 平成26年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「行政強制実務提要１８６号－１８８号外１点」の購入経費の支出について
5,817

契約管財局 審査課 平成26年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「土地収用法実務提要（質疑応答編）１７号」の購入経費の支出について
533

契約管財局 審査課 平成26年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「都市計画法令要覧平成２６年版外１点」の購入経費の支出について
7,167

契約管財局 審査課 平成26年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「都市計画法令要覧平成２６年版外１点」の購入経費の支出について
1,905

契約管財局 審査課 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「新訂公共用地の取得に伴う損失補償基準の考え方３２２問外１点」の購入経費の支出について
6,653

契約管財局 審査課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「新訂公共用地の取得に伴う損失補償基準の考え方３２２問外１点」の購入経費の支出について
1,768

契約管財局 審査課 平成26年03月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２２年８月改訂　印紙税実用便覧」の購入経費の支出について
2,528

契約管財局 審査課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２２年８月改訂　印紙税実用便覧」の購入経費の支出について
672

契約管財局 審査課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
500

契約管財局 審査課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
1,365

契約管財局 審査課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
400

契約管財局 審査課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
292,300

契約管財局 審査課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 備品購入費　図書購入費 事務参考用図書「公共用地取得に係る土地評価の実務Ｑ＆Ａ外１点」の購入経費の支出について
8,575

契約管財局 審査課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
1,720

契約管財局 審査課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
77,700

契約管財局 審査課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 備品購入費　図書購入費 事務参考用図書「公共用地取得に係る土地評価の実務Ｑ＆Ａ外１点」の購入経費の支出について
2,280

契約管財局 審査課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡等文書発送用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
720

契約管財局 審査課 平成26年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡等文書発送用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
2,470

契約管財局 審査課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡等文書発送用後納郵便料金の支出について（平成２６年２月分）
540

契約管財局 審査課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「建築・消防法令図説便覧（消防設備編）３６２号－３６５号」の購入経費の支出について
5,467

契約管財局 審査課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「公共補償基準要綱の解説外２点」の購入経費の支出について
6,885

契約管財局 審査課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「公共補償基準要綱の解説外２点」の購入経費の支出について
1,830

契約管財局 審査課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「建築・消防法令図説便覧（消防設備編）３６２号－３６５号」の購入経費の支出について
1,453

契約管財局 審査課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成25年度用地部法律相談の報償金の支出について（2月分）
31,500

契約管財局 審査課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成26年2月分）
2,180

契約管財局 審査課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成26年2月分）
59,756

契約管財局 審査課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成26年2月分）
580

契約管財局 審査課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成26年2月分）
15,884
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契約管財局 審査課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬（３月分）について
80,025

契約管財局 審査課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「電気工事施工管理関係法規集外１４点」の購入経費の支出について
52,693

契約管財局 審査課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「電気工事施工管理関係法規集外１４点」の購入経費の支出について
14,007

契約管財局 審査課 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「建築消防ａｄｖｉｃｅ２０１４外２点」の購入経費の支出について
9,331

契約管財局 審査課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「建築消防ａｄｖｉｃｅ２０１４外２点」の購入経費の支出について
2,481

契約管財局 審査課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成25年度　用地取得事務用　意見書作成経費の支出について
105,000

契約管財局 審査課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用平成25年度定期購読雑誌（用地ジャーナル外1点）の購入経費の支出について
22,278

契約管財局 審査課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野東第1住宅地区改良事業にかかる用地買収交渉並びに管外出張旅費の支出について（平成26年3月17日分）
5,840

契約管財局 審査課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野東第1住宅地区改良事業にかかる用地買収交渉並びに管外出張旅費の支出について（平成26年3月17日分）
5,840

契約管財局 審査課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用平成25年度定期購読雑誌（用地ジャーナル外1点）の購入経費の支出について
5,922

契約管財局 用地課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
399,450

契約管財局 用地課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
259,500

契約管財局 用地課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
264,500

契約管財局 用地課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
297,650

契約管財局 用地課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
300,800

契約管財局 用地課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
268,800

契約管財局 用地課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
551,650

契約管財局 用地課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
248,300

契約管財局 用地課 平成26年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
236,800

契約管財局 用地課 平成26年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　正蓮寺川北岸線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
4,397,400

契約管財局 用地課 平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託および同経費の支出について
475,650

契約管財局 用地課 平成26年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪市道路改良事業　浪速区第2864号線　土地売買代金の支出について
1,622,850

契約管財局 用地課 平成26年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　正蓮寺川北岸線　土地売買代金の支出について
5,619,206

契約管財局 用地課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪市道路改良事業　浪速区第2864号線　土地売買代金の支出について
489,836

契約管財局 用地課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　浪速区第2864号線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
170,650

契約管財局 用地課 平成26年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　浪速区第2864号線　土地売買に伴う残地補償金の支出について
440,436

契約管財局 用地課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　住吉八尾線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
28,815,300

契約管財局 用地課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　住吉八尾線　土地売買に伴う占有者立退補償の支出について
529,100

契約管財局 用地課 平成26年03月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　住吉八尾線　土地売買に伴う物件移転補償の支出について
12,549,650

契約管財局 用地課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　豊里矢田線　建物等補償金の支出について
2,123,650

契約管財局 用地課 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校用地買収事業に係る不動産鑑定業務委託および同経費の支出について
152,250

契約管財局 用地課 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 公有財産購入費　土地購入費 城陽中学校用地買収事業　土地売買代金の支出について
3,974,243

契約管財局 用地課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２５年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約）の支出について【２月分】
373,065

契約管財局 用地課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２５年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約）の支出について【２月分】
175,560

契約管財局 用地課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　淀川左岸線（国道176号）　物件移転補償金の支出について
98,800

契約管財局 用地課 平成26年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
399,450

契約管財局 用地課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
42,000

契約管財局 用地課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　建物等補償金の支出について
146,143,450

契約管財局 用地課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
300,800

契約管財局 用地課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
268,800

契約管財局 用地課 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について
66,392,000

契約管財局 用地課 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
18,385,900

契約管財局 用地課 平成26年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について
551,650

契約管財局 用地課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪市道路改良事業　鶴見区第8326号線　土地売買代金の支出について
6,890,000

契約管財局 用地課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 用地取得に係る外国人の相続調査業務委託（単価契約）の支出について
508,322

契約管財局 用地課 平成26年03月28日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　大阪外環状線連絡線付属街路2号線・乾正覚寺線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
17,152,150

契約管財局 用地課 平成26年03月28日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　大阪外環状線連絡線付属街路2号線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
24,100,650

契約管財局 用地課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　淀川左岸線（淀川南岸線）　土地持分売買代金の支出について
863,513,062
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契約管財局 用地課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　土地売買代金の支出について
53,028,470

契約管財局 用地課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　東野田河堀口線　建物等補償金の支出について
16,938,850

契約管財局 用地課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　淀川左岸線（淀川南岸線）損失補償金の支出について
863,770,700

契約管財局 用地課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪市道路改良事業　住吉八尾線　土地売買代金の支出について
3,145,833

契約管財局 用地課 平成26年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪市道路改良事業　住吉八尾線　土地売買代金の支出について
5,468,592

契約管財局 用地課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 住宅改良事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
152,250

こども青少年局 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用２階執務室電話回線工事経費の支出について
1,785

こども青少年局 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（１月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
215,523

こども青少年局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（１月分）ＭＰ４０００Ｆ
2,063

こども青少年局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 子ども・子育て支援に関するにニーズ等調査データ入力・集計及び分析業務委託の実施にかかる経費の支出について
2,021,846

こども青少年局 総務課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 所属内啓発用ボールペンの買入にかかる経費の支出について
97,125

こども青少年局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２６年１月分　市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
2,760

こども青少年局 総務課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２月分）企画グループ
460

こども青少年局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託経費の支出について（２月分）
737,704

こども青少年局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用点字ディスプレイ長期借入経費の支出について（２月分）
4,615

こども青少年局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費の支出について（２階企画部）平成２６年２月分
6,489

こども青少年局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費の支出について　平成２６年２月分
4,305

こども青少年局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費について（地下1階）
4,295

こども青少年局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度こども青少年局文書等逓送業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
366,681

こども青少年局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度退職発令式の開催にかかる所要経費の支出について
27,600

こども青少年局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）経費の支出について（２月分）
24,447

こども青少年局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ３）経費の支出について（２月分）
540,558

こども青少年局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（２月分）
212,041

こども青少年局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ４）経費の支出について（２月分）
251,063

こども青少年局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分　市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
3,240

こども青少年局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（２月分）ＭＰ４０００Ｆ
3,330

こども青少年局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（２月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
343,006

こども青少年局 青少年課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 みおつくしの鐘打鐘のつどい運営補助ボランティア活動費等について（５回目）
1,000

こども青少年局 青少年課 平成26年03月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（１２・１月分１回目）
17,347,423

こども青少年局 青少年課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 庁舎管理用船場センタービル電気使用料の支出について（平成26年1月分)
40,208

こども青少年局 青少年課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成26年3月分）
2,243,588

こども青少年局 青少年課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成26年3月分）
6,052,769

こども青少年局 青少年課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成26年3月分）
242,320

こども青少年局 青少年課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成26年3月分）
26,060

こども青少年局 青少年課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 平成26年度大阪市青少年活動促進事業等委託事業業者決定に伴う審査・選定会議にかかる報償費の支出について
151,465

こども青少年局 青少年課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（２月分）
15,070

こども青少年局 青少年課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 みおつくしの鐘打鐘のつどい運営補助ボランティア活動費等について（6回目）
1,000

こども青少年局 青少年課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２５年度市内出張交通費（１月分）の支出について
8,400

こども青少年局 青少年課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２５年度市内出張交通費（１２月分）の支出について
5,840

こども青少年局 青少年課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童いきいき放課後事業にかかる運営指導員等の給与計算及び関連業務委託契約の経費支出について（平成26年2月分）
99,750

こども青少年局 青少年課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成26年3月分）
653,019

こども青少年局 青少年課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 大阪市青少年指導員・青少年福祉委員退任感謝状用封筒買入れ経費の支出について
50,820

こども青少年局 青少年課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 青少年指導員腕章　外１点買入経費の支出について
382,200

こども青少年局 青少年課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 びわ湖青少年の家の売却公募における現地説明会（２月２１日）での説明や質問等への対応に係る管外出張の実施並びに所要経費の支出について
3,240

こども青少年局 青少年課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 びわ湖青少年の家の売却公募における現地説明会（２月２０日）での説明や質問等への対応に係る管外出張の実施並びに所要経費の支出について
3,240

こども青少年局 青少年課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成26年2月分）
8,590

こども青少年局 青少年課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 児童いきいき放課後事業にかかる電話料金の支出について（平成26年2月分）
1,929,609

こども青少年局 青少年課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 児童いきいき放課後事業にかかる電話料金（FAX通信料）の支出について(平成26年2月分）
20,610
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こども青少年局 青少年課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 児童いきいき放課後事業にかかる電話料金（FAX通信料）の支出について（平成26年2月分）
6,930

こども青少年局 青少年課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２５年度市内出張交通費（２月分）の支出について
7,970

こども青少年局 青少年課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２５年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（２月分）の支出について
10,074

こども青少年局 青少年課 平成26年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（１２・１月分２回目）
14,738,471

こども青少年局 経理課 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 直営修繕作業用　等辺山形鋼（塗装済）外４点の購入経費の支出について
99,750

こども青少年局 経理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　印刷製本費 平成２４年度建物補修・改修図面（建築）他２点の作成経費の支出について
11,415

こども青少年局 経理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
55,373

こども青少年局 経理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
33,000

こども青少年局 経理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
240

こども青少年局 経理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
38,080

こども青少年局 経理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
900

こども青少年局 経理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
4,000

こども青少年局 経理課 平成26年03月14日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
800

こども青少年局 経理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託長期継続の支払いについて（２月分）
17,850

こども青少年局 経理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 こども青少年局湖上活動用品一式　売払の入札執行にかかる現地説明会の立会いにかかる出張旅費の支出について
2,900

こども青少年局 経理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 大阪市立伊賀青少年野外活動センター下水処理施設清掃委託の入札執行にかかる現地説明会の立会いにかかる出張旅費の支出について
2,900

こども青少年局 経理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　船車修繕料 直営修繕作業車（マツダボンゴ）整備及び車検代行処理業務の実施経費の支出について
82,477

こども青少年局 経理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 こども青少年局分室にかかる管理費等の支出について（3月分）
185,673

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張（日帰近接地含む）出張旅費（２月分）の支出について
1,520

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
9,110

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
65,070

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
3,340

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
660

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
120

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
2,860

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
581,612

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
21,780

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
17,800

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
39,980

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
15,260

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
203,900

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
64,760

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
5,650

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
490

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
3,150

こども青少年局 経理課 平成26年03月27日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
2,190

こども青少年局 経理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 直営修繕作業用　透明ガラス　外３点の購入経費の支出について
660,555

こども青少年局 経理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 管財業務用出張交通費（管財・施設）の支出について（2月分）
38,580

こども青少年局 経理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２５年度浪速作業所産業廃棄物（廃材）収集・運搬及び処分業務の実施経費の支出について
96,600

こども青少年局 管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度全国児童委員研究協議会参加にかかる会費の支出について
4,000

こども青少年局 管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第３四半期)
4,358,550

こども青少年局 管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市私立幼稚園就園奨励費補助金及び幼児教育費補助金の支出について
2,540,620,300

こども青少年局 管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第３四半期)
5,795,250

こども青少年局 管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度子ども手当交付金額確定による返納金の支出について
2,235,332

こども青少年局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２５年度大阪市子育て支援事業委託事業者選定会議報酬の支出について
534,640

こども青少年局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録の買入にかかる経費の支出について（第７３９～７４１号）
10,269

こども青少年局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年３月５日支払子ども手当給付費の支出について
73,000

こども青少年局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年３月５日支払児童手当給付費の支出について
41,080,000
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こども青少年局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年３月５日支払児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
230,000

こども青少年局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 歯科健康診査事業用　歯科ミラー購入及び同所要経費の支出について
1,031,415

こども青少年局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　1月分（市民病院）
11,571,272

こども青少年局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（平成26年2月20日付交付決定第20回目）
20,119,940

こども青少年局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 就園時健康診断にかかる報償金の支出について（平成２６年度新入園児）
1,055,600

こども青少年局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度母子保健衛生費国庫負担（補助）金交付額確定による返還金支出について
5,309,000

こども青少年局 管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　印刷製本費 市立幼稚園新入園児用「けんこうてちょう」の印刷にかかる経費の支出について
221,676

こども青少年局 管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度地域子育て支援拠点事業の実施及び同所要経費の支払いについて
2,177,400

こども青少年局 管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　1月分（府外）
10,014,990

こども青少年局 管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度全国児童福祉主管課長会議の参加にかかる経費の支出について
56,040

こども青少年局 管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（平成26年1月24日交付決定第18回目分）
300,000

こども青少年局 管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（１月分　市民病院）
16,002

こども青少年局 管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（１月分）
49,546

こども青少年局 管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（１月分　市民病院）
19,380

こども青少年局 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の所要経費の支払いについて
1,872,750

こども青少年局 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第３四半期)
3,940,000

こども青少年局 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（１月分）
22,278

こども青少年局 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（平成26年2月12日交付決定第19回目分）
150,000

こども青少年局 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成21年度、平成22年度児童手当交付金額確定による返納金の支出について
753,668

こども青少年局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　1月分（府内）
120,760

こども青少年局 管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成25年度　大阪市母子保健関連事業委託事業者選定会議にかかる謝礼の支出について
48,475

こども青少年局 管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する事務手数料の支出について　1月分（府内）
8,160

こども青少年局 管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　1月分（府内）
505,920

こども青少年局 管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する振込手数料の支出について　1月分（府内）
4,560

こども青少年局 管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（平成26年3月7日付交付決定第21回目）
13,852,800

こども青少年局 管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園運営用消火器の購入にかかる経費の支出について
94,500

こども青少年局 管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 平成２５年度　市立幼稚園幼児用机買入及び同所要経費の支出について
1,608,600

こども青少年局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市子育て短期支援事業委託料の支出について(第３四半期分)
66,500

こども青少年局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（北区～淀川区　１８園分）２月分
130,410

こども青少年局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（東成区～港区　２９園分）２月分
222,285

こども青少年局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　出産前小児保健指導事業実施にかかる委託料の支出について（１月分）
21,000

こども青少年局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　2月分（府内）
171,376,420

こども青少年局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する振込手数料の支出について　2月分（府内）
180,120

こども青少年局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託実施並びに同所要経費の支出について（住吉区・住之江区・平野区・西成区）２月分
98,910

こども青少年局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会用講師謝礼の支出について(平成２５年度３月)
20,470

こども青少年局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 幼児歯科健康診査等事業用 滅菌済み綿棒 外９点の購入及び同所要経費の支出について（２回目/全２回）
136,332

こども青少年局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 平成２５年度　市立幼稚園幼児用椅子買入及び同所要経費の支出について
505,890

こども青少年局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（２月分）
577,287

こども青少年局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 市立幼稚園運営用印刷機の購入にかかる経費の支出について
1,100,400

こども青少年局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成25年度中央卸売市場本場業務管理棟（子育て世帯臨時特例給付金事務センター）にかかる共益費の支出について（平成26年3月分）
361,618

こども青少年局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会用講師謝礼の支出について(平成２５年度３月東・西ブロック)
12,640

こども青少年局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市幼稚園調査研究事業委託の経費の支出について（追加分）
1,571,742

こども青少年局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件委託料の支払いについて（２月分）
1,698,375

こども青少年局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 大阪市子育て支援事業委託事業者選定会議にかかる外部委員報酬の支出について（あいりん児童健全育成事業）
49,995

こども青少年局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市病児・病後児保育事業（新規開設分）委託料基本分の支払いについて
210,000

こども青少年局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成22年度、平成23年度子ども手当交付金額確定による返納金の支出について
10,734,665

こども青少年局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成25年度中央卸売市場本場業務管理棟（子育て世帯臨時特例給付金事務センター）にかかる事務所使用料の支出について
1,568,007

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度ひとり親家庭高等技能訓練促進費の支出について（10～12月分　3回目）
211,500
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こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置費の支払いについて（３月分）
398,619,472

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成25年度：13回目）
52,500

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 第17回大阪市ひとり親家庭等自立支援推進会議にかかる報償金の支出について
107,190

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童扶養手当給付費の支出について（２６年３月期随時払）
20,792,360

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託(2月分)の支出について
89,250

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立和歌山すみれホームにかかる措置費（２月分）の支出について
270,023

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立白浜なぎさホームにかかる措置費（２月分）の支出について
322,340

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産施設措置費（１２月分）の支出について（大阪市立病院分）
2,858,790

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる措置費（２月分）の支出について
243,725

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産施設措置費（１２月分）の支出について
16,679,678

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母と子の家しらゆりにかかる措置費（２月分）の支出について
279,824

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設わかくさにかかる２月分措置費の支出について
392,962

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（１２月分）の支出について
611,358

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（１２月分）の支出について（大阪市立病院分）
15,330

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度児童虐待事例検証部会による調査（今後の検証事例にかかる公判記録閲覧）にかかる委員報酬の支出について
16,005

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度児童虐待事例検証部会による調査（今後の検証事例にかかる公判記録閲覧）にかかる委員報酬の支出について
550

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月14日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 母子寡婦福祉貸付金口座振替依頼書の作成及び同所要経費の支出について
33,075

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
1,258,793

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮他３施設に係る指定管理業務代行料の支出について（３月分）
66,801,653

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料（３月分）の支出について
29,713,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 家庭用工具セットの買入にかかる経費の支出について
14,700

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度養育支援訪問事業（エンゼルサポーター派遣事業）の委託に係る経費の支出について（12月～1月分）
1,143,234

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（２月概算払追給分）
31,385,763

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
85,830,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（１月分）の支出について
557,448

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる措置費（１月分）の支出について
275,981

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
70,948,916

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（３月払い分）
23,100

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（３月払い分）
20,889,195

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 税法上の寡婦控除制度に起因する受益と負担の不均衡を是正するための国への制度改正要望にかかる出張命令及び所要経費の支出について
28,020

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（３月払い分）
146,766

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（３月払い分）
17,915,014

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（２月審査分）
5,784,096

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（２月審査分）
337,536

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（３月決定分）
6,488,745

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 奈良県立精華学院にかかる措置費（２月分）の支出について
203,899

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費（２月分）の支出について
776,614

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 ひとり親家庭サポーター任用選考試験の小論文出題及び採点にかかる報償金の支出について
7,330

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
401,088

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度　ひとり親家庭等日常生活支援事業にかかる委託料の支出について（平成２５年１２月、平成２６年１月分）
2,406,662

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
3,364,224

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（３月決定分）
9,861,571

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度ひとり親家庭高等技能訓練促進費の支出について（10～12月分　4回目）
70,500

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 平成26年度大阪市こども青少年局ひとり親家庭等支援事業委託事業者選定会議の実施及び同経費の支出について
51,595

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 児童院事業用　フタ付き片手鍋外36点の買入経費の支出について
163,695

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度施設児童自立支援事業（学力ケア）労働者派遣業務委託に係る経費の支出について（2月分）
3,409,008

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度分母子市営交通機関乗車料金福祉措置交付金（確定分）の支出について
11,846,319

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産施設措置費（１月分）の支出について
19,152,983
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こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産施設措置費（１月分）の支出について（大阪市立病院分）
3,729,564

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（１月分）の支出について
47,610

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（１月分）の支出について
613,105

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成25年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業にかかる所要経費の支出について（2月分）
703,100

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成26年度施設入所児童自立支援事業（学力ケア）委託事業者選定会議に係る委員報酬の支出について
52,315

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出について
32,500

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（２月審査分：基金）
1,955,548

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成25年度：14回目）
5,800

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（３月審査分）
16,998,929

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
126,797,726

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成25年度：15回目）
13,900

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分：基金）
20,216,917

こども青少年局 こども家庭課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度安心こども基金特別対策事業補助金（ひとり親家庭支援事業）受入超過に伴う還付金の支出について
423,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（１月分）
30,393

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（１月）
509,082

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（１月分）の支出について
6,804

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（１月分）の支出について
24,660

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　特別旅費 平成２５年度全国児童自立支援施設研修会（岡山大会）出席並びに同所要経費の支出について
26,540

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園厨房設置オゾン発生装置修繕経費の支出について
56,427

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園山吹寮ガスヒートポンプ式エアコン修繕経費の支出について
50,400

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 弘済小学校社会見学参加にかかる経費の支出について（平成２６年３月７日実施分）
4,800

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 弘済小学校社会見学参加にかかる経費の支出について（平成２６年３月７日実施分）
2,280

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 弘済小学校社会見学参加にかかる経費の支出について（平成２６年３月７日実施分）
8,100

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（３月分）
207,200

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度阿武山学園入所就職支度金の支出について
237,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入経費の支出について（１月分）
91,707

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　女子児童調髪業務委託にかかる経費の支出について
20,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園春期園外寮単位社会体験行事実施にかかる経費の支出について
152,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園春期園外寮単位社会体験行事実施にかかる経費の支出について
108,500

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園春期園外寮単位社会体験行事実施にかかる経費の支出について
247,420

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１４日～２月２８日）
31,364

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１４日～２月２８日）
27,336

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１４日～２月２８日）
11,680

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園厨房内ガス回転釜修繕経費の支出について
46,725

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１４日～２月２８日）
17,350

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　福豆（炒り大豆）買入にかかる経費の支出について（２月分）
1,102

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（２月分）
108,230

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　デザート類経費の支出について（２月分）
26,852

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（２月分）
10,782

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　パン類買入経費の支出について（２月分）
112,519

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（２月分）
48,493

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（２月分）
412,382

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（２月分）
62,596

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（２月分）
32,980

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（２月分）
422,944

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（２月分）
108,028

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（２月分）
285,138

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（３月分）
24,222
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こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（２月分）の支出について
47,260

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用衣類乾燥機外２点　買入経費の支出について
31,080

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用たこ焼機　買入経費の支出について
15,750

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用草刈機用替え刃外３点　買入経費の支出について
17,766

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（２月分）
540,766

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入経費の支出について（２月分）
138,656

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　白衣等洗濯業務経費の支出について（２月分）
5,271

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　本館便所清掃業務委託経費の支出について（２月分）
16,621

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 阿武山学園事業用衣類乾燥機外２点　買入経費の支出について
52,920

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 阿武山学園在所児童に対する入進学支度金（中学生）の支出について
276,600

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（３月分：３月１日～３月１４日）
19,680

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（３月分：３月１日～３月１４日）
25,291

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園春季園外社会体験行事にかかる経費支出について
20,800

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（３月分：３月１日～３月１４日）
5,480

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園春季園外社会体験行事にかかる経費支出について
32,760

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（３月分：３月１日～３月１４日）
16,200

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園春季園外社会体験行事にかかる経費支出について
154,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　損害保険料 阿武山学園事業用軽自動車トラック買入にかかる自賠責保険料の支出について
27,240

こども青少年局 運営担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（Ｎｏ．０２７）
399,400

こども青少年局 運営担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（１月分）の支出について
2,512,843

こども青少年局 運営担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（25年度1月分）
11,686

こども青少年局 運営担当 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用寝具一式借入経費の支出について（平成２５年度１月分）
48,274

こども青少年局 運営担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用コピー代金の支出について（１月分）
97,695

こども青少年局 運営担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１月分業務用調味料類・米類）
453,681

こども青少年局 運営担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター一時保護所遠足の実施並びに同所要経費の支出について
12,800

こども青少年局 運営担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター公用車（エキスパート）の車検整備業務にかかる自賠責保険料、自動車重量税及び印紙代経費の支出について
1,100

こども青少年局 運営担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　損害保険料 こども相談センター公用車（エキスパート）の車検整備業務にかかる自賠責保険料、自動車重量税及び印紙代経費の支出について
17,270

こども青少年局 運営担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター一時保護所遠足の実施並びに同所要経費の支出について
14,500

こども青少年局 運営担当 平成26年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 公課費　公課費 こども相談センター公用車（エキスパート）の車検整備業務にかかる自賠責保険料、自動車重量税及び印紙代経費の支出について
6,600

こども青少年局 運営担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（１月分）の支出について
1,767,970

こども青少年局 運営担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第２回活動検討会）の支出について
5,000

こども青少年局 運営担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 児童虐待対応力強化のための調査研究用学習会の講師謝礼支出について（2月13日実施分）
28,960

こども青少年局 運営担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（1月21日実施分）
52,330

こども青少年局 運営担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年2月20日実施分）
1,900

こども青少年局 運営担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年2月21日～22日実施分）
19,480

こども青少年局 運営担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年2月21日実施分）
1,880

こども青少年局 運営担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所事業用川砂買入経費の支出について
11,340

こども青少年局 運営担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１月分肉・肉加工品）
221,689

こども青少年局 運営担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１月分パン）
109,961

こども青少年局 運営担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１月分一般調味料類・菓子類）
438,313

こども青少年局 運営担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 スクールカウンセラー事業用　ジグソーパズルの買入にかかる支出について
198,502

こども青少年局 運営担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 教育相談事業用　教育相談カードの印刷にかかる所要経費の支出について
15,708

こども青少年局 運営担当 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
35,791

こども青少年局 運営担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１１月分）の支出について
590,892

こども青少年局 運営担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月25日～26日実施分）
315,690

こども青少年局 運営担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年2月25日実施分）
2,560

こども青少年局 運営担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所事業用電動鉛筆削り外10点の買入について
87,517

こども青少年局 運営担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１月分魚介類）
296,247



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

こども青少年局 運営担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 ケース移管にかかる児童移送費の支出について(平成26年3月25日実施分）
37,160

こども青少年局 運営担当 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（２月分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
352

こども青少年局 運営担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,680

こども青少年局 運営担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
140,000

こども青少年局 運営担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,099

こども青少年局 運営担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,760

こども青少年局 運営担当 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

こども青少年局 運営担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月17日実施分）
69,360

こども青少年局 運営担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所事業用計算ドリル外47点の買入経費の支出について
176,037

こども青少年局 運営担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度こども相談センター講演会（教育相談事業保護者対象プログラム）の開催にかかる使用料の支出について
8,700

こども青少年局 運営担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（Ｎｏ．０２５）
3,727,005

こども青少年局 運営担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（２月分）の支出について
300,420

こども青少年局 運営担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（２月分）の支出について
691,320

こども青少年局 運営担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（２月分）の支出について
210,600

こども青少年局 運営担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月6日実施分）
2,180

こども青少年局 運営担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１２月分）の支出について
557,401

こども青少年局 運営担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１月分野菜類・果物類・だし類）
738,633

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（２月分）の支出について
64,020

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（２月分）の支出について
3,880

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談所システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託料の支出について（２月分）
5,460

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（２月分）
42,756

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 大阪市要保護児童対策関連事業委託事業者選定会議用委員報酬の支出について
49,935

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２５年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て・第８回）
105,760

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター心理判定用新版Ｋ式発達検査道具外12点の買入経費の支出について
188,580

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成25年度こども相談センター臨床検査業務委託について（２月分）
33,212

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成25年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームC)業務委託契約にかかる支出について（平成26年２月分）
438,000

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成25年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームA外１５区分）業務委託契約にかかる支出について（平成26年２月分）
9,080,000

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成26年２月分）
2,480,000

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ）の所要経費の支出について（２月分）
4,294

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
98,700

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度こども相談センター用ＡＥＤ借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
4,200

こども青少年局 運営担当 平成26年03月18日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 こども相談センター心理判定用新版Ｋ式発達検査道具外12点の買入経費の支出について
126,000

こども青少年局 運営担当 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成25年度教育相談関連事業委託事業者選定会議の謝礼の支出について
102,710

こども青少年局 運営担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（2月18日実施分）
55,880

こども青少年局 運営担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月7日実施分）
19,360

こども青少年局 運営担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（１月分）の支出について
101,090

こども青少年局 運営担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月7日実施分）②
8,780

こども青少年局 運営担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所事業用模造紙他18点の買入経費の支出について
50,728

こども青少年局 運営担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター心理判定用・教育相談事業用WISC－Ⅳ知能検査コンプリートセット外８点の買入経費の支出について
341,970

こども青少年局 運営担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（２月分）
88,660

こども青少年局 運営担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託（平成２５年度２月分）の支出について
1,358,490

こども青少年局 運営担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務料（平成２５年度２月分）の支出について
126,000

こども青少年局 運営担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託（平成２５年度２月分）の支出について
428,750

こども青少年局 運営担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備（人的警備）業務委託（平成２５年度２月分）の支出について
551,250

こども青少年局 運営担当 平成26年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 こども相談センター心理判定用・教育相談事業用WISC－Ⅳ知能検査コンプリートセット外８点の買入経費の支出について
117,180

こども青少年局 運営担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成26年2月分）
16,065,570

こども青少年局 運営担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（Ｎｏ．０３２）
4,664,250
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こども青少年局 運営担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（３月分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　損害保険料 平成25年度児童移送用公用車（三菱社製）自動車損害共済保険加入にかかる保険料の支出について
2,117

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（Ｎｏ．０２８）
2,568,220

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（３月１１日実施分）
56,280

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月17日実施分）
8,180

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月14日実施分）③
4,040

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月16日実施分）
69,320

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月14日実施分）
2,100

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月14日実施分）②
3,420

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月17日実施分）②
8,280

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所事業用柄付きコップ外17点の買入経費の支出について
404,242

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所事業用ユニット砂場（その２）買入経費の支出について
99,729

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所事業用運動靴外２１点の買入について
289,997

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　印刷製本費 大阪市こども相談センターリーフレットの印刷経費の支出について
33,705

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（２月分）の支出について（光ＩＰ電話用インターネット回線使用料）
9,660

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（２月分）
11,592

こども青少年局 運営担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター診療所用産業廃棄物収集運搬処理業務委託の実施について（平成25年度）
5,670

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 こども相談センター家族再統合支援事業（児童虐待からの家族回復支援にかかるグループプログラム）の有識者会議にかかる実施経費の支出について（3月7日分）
33,830

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２５年度第２回　教育相談事業推進会議（３月６日実施分）の委員謝礼の支出について
64,250

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月18日実施分）②
2,560

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月20日実施分）
760

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年3月18日実施分）
2,660

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月前半分）
50,000

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（２月分）の支出について
2,458,607

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（２月分）の支出について
2,073,244

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　医薬材料費 こども相談センター診療所事業用皮膚保護剤外４１点の買入について
573,342

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（２月分）の支出について
4,252

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（２月分）の支出について（光IP電話通話料）
431,678

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月前半分）
4,820

こども青少年局 運営担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（３月前半分）
800

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員2月研修会実施に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
24,370

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 大阪市私立保育所職員研修業務委託に係る経費の支出について（４回目／全４回）
3,630,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員2月研修会実施に係る所要経費の支出について（会場使用料）
17,850

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 損害賠償請求事件口頭弁論参加及び同経費の支出について
60,780

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 臨床栄養、健康教室（平成２６年２月）の支出について
2,152

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 食品衛生関係手続マニュアル追録２７号の支出について
4,050

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 Ｑ＆Ａ食品表示の手引追録７号の支出について
4,100

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等裁断、封入、封緘、配送業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（１月分）
115,672

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度市内出張交通費の支出について（１２月分）
77,210

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　市内民間保育所運営費（３月分）の支出について
2,645,188,486

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所入所案内外１５点の印刷にかかる経費の支出について
873,443

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 保育所入所案内外１５点の印刷にかかる経費の支出について
716,572

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 「平成２５年度市内出張交通費の支出について（１１月分）」
84,760

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育ママ事業（家庭的保育事業【個人実施型】）開設準備補助金の支出について
200,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等裁断、封入、封緘、配送業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（２月分）
168,668

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 保育料徴収事務にかかるノート型パソコンの借入にかかる経費の支出について（２月分）
12,075

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度　産休等代替職員費補助金の支出について（９
10

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）の裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（2月分）
104,141
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こども青少年局 保育企画課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市民間保育所運営費（１１～１２月分）の支出について（越前市：そよかぜ保育園）
64,880

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（１月分）の支出について（京丹後市：島津保育所）
27,200

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託（概算契約）（その２）の実施にかかる経費の支出について（２月分）
171,077

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（５月～７月分）の支出について（高松市：牟礼保育所）
120,990

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（９月～１０月分）の支出について（宇和島市：北灘保育園）
77,050

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（５月～９月分）の支出について（宇和島市：成妙保育園）
511,250

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 平成26年度大阪市私立保育所職員研修業務に係る委託事業者選定会議の開催および同経費の支出について（第２回選定会議報償金）
49,475

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度市内出張交通費の支出について（１月分）
81,680

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市民間保育所運営費（３月分）の支出について
6,608,770

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間保育所整備補助金の支出について
128,577,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市小規模保育事業（小規模保育・保育ママ）研修業務委託に係る委員報償金並びに交通費の支出について
49,935

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度市内出張交通費の支出について（２月分）
87,820

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度　民間保育所等運営補助金の支出について（上町みどり保育園）
420,600

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度　民間保育所等運営補助金の支出について（さつき保育園）
5,274,060

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（９月～１月分）の支出について（愛媛県西予市：多田保育園・高山保育所）
536,920

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（１０月～３月分）の支出について（和歌山県西牟婁郡白浜町：白浜保育園）
352,120

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（１月～２月分）の支出について（三重県度会郡玉城町：玉城町立田丸保育所）
66,500

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（９月～３月分）の支出について（西宮市：瓦木北保育所・瓦木みのり保育所）
508,770

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市民間保育所運営費（２～３月分）の支出について（東大阪市：花園保育園）
449,780

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（１０月～１１月分）の支出について（篠山市：今田保育園）
194,200

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市民間保育所整備費補助金の支出について
151,946,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 臨床栄養、健康教室（平成２６年３月）の支出について
2,158

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育所保育料過誤納金（平成25年過年度）の還付について（3月分）
167,800

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成22年度保育対策等促進事業費国庫補助金交付額の再確定に伴う返還について
800,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２４年度　保育対策等促進事業費国庫補助金の確定に伴う超過交付金の返還について
18,472,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　緊急時連絡票外１１点 印刷・購入経費の支出について
146,727

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 所外保育にかかる賃金の支出について（３月３～８日）
760

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（３月３～８日）
8,220

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 所外保育にかかる普通旅費の支出について（３月３～８日）
34,843

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　緊急時連絡票外１１点 印刷・購入経費の支出について
337,995

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 所外保育にかかる使用料の支出について（３月３～８日）
54,423

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 高松保育所便所修繕工事（その２）の所要経費の支出について
838,950

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 御幸保育所インターホン設備取替工事の所要経費の支出について
253,050

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（単価契約）（１月分）
41,186

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　全自動洗濯機ほか２点の購入経費の支出について
36,204

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　包丁殺菌保管庫の購入経費の支出について
37,800

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（単価契約）（１月分）
402,042

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ガス給湯器の購入経費の支出について
56,700

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 豊里第１保育所３歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
37,380

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 茨田第１保育所事務室空調機修繕の所要経費の支出について
23,677

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２５年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム１月分）の支出について
680,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 茨田第１保育所３歳児保育室空調機点検作業の所要経費の支出について
63,819

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　全自動洗濯機ほか２点の購入経費の支出について
55,440

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 一時保育用寝具セットの購入経費の支出について
103,950

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所用　両袖机　ほか35点　買入経費の支出について（１回目／全２回））
901,488

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 保育所事業用畳　買入にかかる所要経費の支出について
146,559

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 保育所用　両袖机　ほか35点　買入経費の支出について（１回目／全２回））
232,680

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（３月１０～１５日）
3,964
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こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 所外保育にかかる普通旅費の支出について（３月１０～１５日）
18,139

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 平成２５年度市立保育所（豊里第１保育所）における電気料金の支出について（1月分）
45,010

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２５年度市立保育所（豊里第１保育所）における電話料金の支出について（２月分）
1,311

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 所外保育にかかる使用料の支出について（３月１０～１５日）
4,060

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 公立保育所天井扇の買入の所要経費の支出について
1,643,166

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 矢田教育の森保育所調理室空調機修繕の所要経費の支出について
115,500

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 森小路保育所調理室食器消毒保管庫修繕の所要経費の支出について
63,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 公立保育所の民間移管にかかる法律相談の実施経費について
266,666

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所保育用　パーテーション　買入及び同所要経費の支出について
20,160

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所・幼稚園産業廃棄物（粗大ごみ）収集・運搬業務及び処分業務の所要経費の支出について
2,709,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所保育用　壁掛け時計　買入及び同所要経費の支出について
81,900

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所保育用　かさたて　外２点　買入及び同所要経費の支出について
95,550

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 保育所保育用　かさたて　外２点　買入及び同所要経費の支出について
181,125

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 所外保育にかかる普通旅費及び其他委員等旅費の支出について（３月１８日）
1,360

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 所外保育にかかる普通旅費及び其他委員等旅費の支出について（３月１８日）
2,059

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２５年度市立保育所（生江保育所）における電話料金の支出について（２月分）
3,311

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（２月分）
77,175

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（２月分）
73,500

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（２月分）
103,950

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度市営住宅共通管理費分担金の支出について
164,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて（１月分）
84,370

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　４，５歳児用机外６点の購入経費の支出について
2,049,668

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 平成２５年度市立保育所（豊里第１保育所）における水道料金の支出について（2月分）
28,688

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立　加美第２保育所入所児童緊急受診に伴うタクシー乗車料金の支出について
980

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（２月分）
67,830

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（設備移設）
31,500

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（２月分）
110,880

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度　保育所運営事業委託料の支出について（３月分）
355,609,095

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 大阪市立保育所民間移管予定者選定会議の実施経費について
165,370

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度　大阪市障がい児保育実践交流研修事業補助金の支出について（１０月実施分）
386,120

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度　大阪市障がい児保育実践交流研修事業補助金の支出について（１０月実施追加分）
64,200

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　検診用歯鏡の購入経費の支出について
337,306

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 東中浜保育所保育室床修繕工事の実施及び同所要経費の支出について
346,500

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２５年度市立保育所における電話料金の支出について（ＫＤＤＩ２月分）
134,211

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度　保育所運営事業委託料の支出について（保育士等処遇改善臨時特例事業分）
97,645,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　冷凍庫の購入経費の支出について
48,405

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　筆耕翻訳料 保育所運営課録音記録内容反訳業務委託（概算契約）の実施経費の支出について
3,885

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（２月分）特別保育事業
70,770

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　ポリエチレン手袋Ｓほか６点の購入経費の支出について
10,179

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　電子体温計ほか１９点の購入経費の支出について
73,117

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（２月分）
409,890

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　電子体温計ほか１９点の購入経費の支出について
843,984

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ポリエチレン手袋Ｓほか６点の購入経費の支出について
331,015

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　絵本「おさるのｼﾞｮｰｼﾞしょうぼうしゃにのる」ほか４４１点の購入経費の支出について
106,646

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　アイクリップ青いコンテナセットほか７６点の購入経費の支出について
78,571

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　エデュコチェーンほか１０３点の購入経費の支出について
75,789

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所用　休日保育事業分納付書・領収書ほか９点の印刷・購入及び同所要経費の支出について
124,336

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　エデュコチェーンほか１０３点の購入経費の支出について
516,518
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こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所用　休日保育事業分納付書・領収書ほか９点の印刷・購入及び同所要経費の支出について
105,796

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　絵本「おさるのｼﾞｮｰｼﾞしょうぼうしゃにのる」ほか４４１点の購入経費の支出について
480,703

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　アイクリップ青いコンテナセットほか７６点の購入経費の支出について
1,078,760

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 阪南保育所便所衛生設備修繕工事（その２）の所要経費の支出について
500,850

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　被服費 保育所給食調理業務用被服上衣外１点買入経費の支出について
979,125

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 保育所児童用机・椅子運搬業務の実施並びに同所要経費の支出について
66,150

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所保育用　避難車　外１５点　買入及び同所要経費の支出について
485,352

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所保育用　洗濯機　外２１点　買入及び同所要経費の支出について
780,675

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所保育用　両袖机　外35点　買入及び同所要経費の支出について
808,332

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所保育用　カーペット　買入及び同所要経費の支出について
114,072

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所保育用　おさんぽ車　外２点　買入及び同所要経費の支出について
72,660

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 保育所保育用　色画用紙キャビネット　外２点　買入及び同所要経費の支出について
220,500

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 保育所保育用　避難車　外１５点　買入及び同所要経費の支出について
337,848

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 保育所保育用　おさんぽ車　外２点　買入及び同所要経費の支出について
201,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 保育所保育用　色画用紙キャビネット　外２点　買入及び同所要経費の支出について
36,225

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所・幼稚園（南ブロック）一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（２月）
201,348

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所・幼稚園（北ブロック）一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（２月）
275,620

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（３月分）
259,320

こども青少年局 保育所運営課 平成26年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 保育所移転業務の実施及び同所要経費の支出について（豊里第１保育所、生江保育所）
345,350

環境局 環境管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 全国都道府県及び政令指定都市等環境担当部局長会議用管外出張旅費の支出について
56,840

環境局 環境管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分 買入経費（公害パトロール用）の支出について（環境管理 １月分）
38,760

環境局 環境管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 化学物質対策セミナー開催に係る技術者派遣料の支出について（化学物質対策用）
50,400

環境局 環境管理課 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務用切手の購入経費の支出について
45,750

環境局 環境管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 環境データ処理システム用トナーカートリッジブラック外５点購入に係る経費の支出について
289,170

環境局 環境管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナーほか６点の購入経費の支出について
14,238

環境局 環境管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナーほか６点の購入経費の支出について
34,965

環境局 環境管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　１月分
11,189

環境局 環境管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 大気汚染常時監視用平成25年度第2回近畿大気汚染常時監視連絡会への出席に係る旅費の支出について
1,780

環境局 環境管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 産業廃棄物処理業者等の欠格要件に関する確認事務用切手購入経費の支出について
24,600

環境局 環境管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用微小粒子状物質測定用フィルタの購入に係る経費の支出について
238,980

環境局 環境管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 書籍（環境アセスメント技術ガイド計画段階環境配慮書の考え方と実務）の購入経費の支出について（環境影響評価用）
3,780

環境局 環境管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール用・平成２６年１月分）
31,800

環境局 環境管理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路（車両有料道路）通行料金用経費の支出について　１月分
4,500

環境局 環境管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（２月分環境規制）
10,590

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（2月21日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（2月分　事務連絡用）
5,080

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダーほか２点に係る購入経費の支出について（環境影響評価用）
29,295

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,423

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（2月分）
57,456

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
400

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
200

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置長期借入に係る経費の支出について（２月分）
52,395

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
400

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
500

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（２月分）
8,710

環境局 環境管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式長期借入経費の支出について　２月分
75,600

環境局 環境管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（平成２６年２月分・庁舎管理用）
324,217

環境局 環境管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎構内電話配線使用料の支出について（平成26年2月分・庁舎管理用）
1,050
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環境局 環境管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 水質汚濁対策用コンテナ外2点購入に係る経費の支出について
15,540

環境局 環境管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 窒素酸化物対策推進事業用梅新交差点測定点の電気料金に係る経費の支出について(平成26年２月分）
828

環境局 環境管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用梅田新道測定局の不動産使用に係る経費の支出について（平成25年度下半期）
775,620

環境局 環境管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 デジタルカメラほか１点の購入経費の支出について（一般事務用）
17,220

環境局 環境管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）平成26年２月分
5,775

環境局 環境管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：２月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：２月分）
436,065

環境局 環境管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（2月分）
5,775

環境局 環境管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 備品購入費　機械器具費 大気汚染常時監視用二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機買入に係る経費の支出について
2,193,450

環境局 環境管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用換気扇の買入経費の支出について
42,000

環境局 環境管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 大気汚染常時監視用北粉浜小学校測定局外壁補修その他工事（その２）に係る経費の支出について
2,421,300

環境局 環境管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（2月分　環境管理部　一般業務用）
30,580

環境局 環境管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ダイオキシン類調査用土壌採取器補用品外１点に係る購入経費の支出について
81,207

環境局 環境管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部 公害パトロール用・２月分）
35,614

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２月分）
5,120

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２月分）
1,550

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質測定用ろ紙（その２）の購入に係る経費の支出について
881,790

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機送液ポンプの買入経費の支出について
14,175

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用摂陽中学校測定局風向風速計外６台の修繕等に係る経費の支出について
2,615,329

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用平尾小学校測定局浮遊粒子状物質自動測定機の修繕に係る経費の支出について
133,056

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 騒音計及び振動レベル計の検定経費の支出について（交通騒音振動対策用、航空機騒音対策用）
38,200

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 大気汚染常時監視用摂陽中学校測定局風向風速計外６台の修繕等に係る経費の支出について
49,210

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 騒音計及び振動レベル計の検定経費の支出について（交通騒音振動対策用、航空機騒音対策用）
15,300

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 大気採取用ポンプの購入に係る経費の支出について(大気汚染調査用)
285,075

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 産業廃棄物規制用スティックのりほか１１点の購入に係る経費の支出について
13,051

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 水質汚濁常時監視用出来島水質観測局水道閉栓業務に係る経費の支出について
296,541

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　２月分
5,793

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 建設業向け産業廃棄物適正セミナーの舞台設備運営業務委託に係る経費の支出について
40,950

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 産業廃棄物に係る報告書のファイリング、データ入力及び集計業務委託経費の支出について
1,640,535

環境局 環境管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 建設業者向け産業廃棄物適正処理セミナーの会場及び付属設備使用に係る経費の支出について
23,750

環境局 環境管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 ＡＴＣ庁舎電話料金の支出について（平成２６年２月・庁舎管理用）
59,738

環境局 環境管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（3月12日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張旅費の支出について（2月分　環境影響評価用）
760

環境局 環境管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成25年度都道府県・政令指定都市大気環境・水環境主管課長会議に係る出張旅費の支出について
28,100

環境局 環境管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用光回線1回線使用に係る経費の支出について（親局：2月分）
9,208

環境局 環境管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（2月分）
15,896

環境局 環境管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 使用済自動車解体業許可証（紫）の印刷に係る経費の支出について（使用済自動車解体業者指導用）
33,075

環境局 環境管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　印刷製本費 「産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設に係る事前協議の手続き」のしおりの印刷に係る経費の支出について
13,650

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 防じんマスクほか５点の購入に係る経費の支出について（アスベスト対策用）
122,388

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用、平成２６年２月分）の支出について（一般業務用）
2,400

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,500

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,400

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 懐中電灯ほか１点の購入に係る経費の支出について（アスベスト対策用）
33,457

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 アスベスト対策用アスベストサンプリングポンプほか３点の購入に係る経費の支出について
226,800

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 アスベスト対策用アスベストサンプリングポンプほか３点の購入に係る経費の支出について
357,000

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,600
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環境局 東部環境保全監視担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,800

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
300

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,100

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１０月分）
315

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
800

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
1,100

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１２月分）
800

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１２月分）
1,700

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１０月分）
600

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１０月分）
1,700

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
800

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１０月分）
400

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１１月分）
400

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１０月分）
200

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１２月分）
200

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１１月分）
1,500

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年１１月分）
400

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
200

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
230

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染対策用検知管の購入経費の支出について
65,688

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南東部環境保全監視グループ用市内出張交通費(２月分)について
4,160

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 騒音振動対策用レベルレコーダーの賃料経費の支出について(２月分)
17,010

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,400

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料(環境保全監視運営用)の支出について（３月分）
2,000

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（２月分・南西部環境保全監視グループ）
3,270

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
600

環境局 事業管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 粉末消火設備（加圧ボンベ）ほか４点購入費（施設維持管理用）の支出について
340,200

環境局 事業管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 粉末消火設備（加圧ボンベ）ほか４点購入費（施設維持管理用）の支出について
32,000

環境局 事業管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 中部環境事業センター給油所空調機購入費（施設維持管理用）の支出について
98,700

環境局 事業管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所灯油代金（胞衣汚物等処理用）の支出について（１月分）
829,710

環境局 事業管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 蛍光ランプ　ほか４点の購入経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について
13,755

環境局 事業管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 風呂用洗剤ほか１点購入経費（し尿流注業務用）の支出について
7,518

環境局 事業管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーの購入経費（し尿流注業務用）の支出について
2,310

環境局 事業管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（1月分）
157,287

環境局 事業管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 デスクマットほか７点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
28,266

環境局 事業管理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 大阪市設服部霊園園内管路施設調査業務委託にかかる経費(霊園整備用)の支出について
2,954,700

環境局 事業管理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 瓜破斎場　火炉改修その他工事経費の支出について（斎場施設整備用）（前払金）
14,700,000

環境局 事業管理課 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
3,220

環境局 事業管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（動物死体市域外搬入処理協議用）
3,960

環境局 事業管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（路上喫煙防止対策に係る訪問調査用）
40,400

環境局 事業管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所車両用揮発油（胞衣汚物等収集運搬用）の支出について（１月分）
46,649

環境局 事業管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（12月分）
24,710

環境局 事業管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 土のう袋ほか１点の購入経費の支出について（斎場事業運営用）
17,325

環境局 事業管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（12月分）
9,270

環境局 事業管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（1月分）
14,698

環境局 事業管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 木津川事務所Ｎｏ.２灰出しコンベアー緊急修繕経費の支出について（胞衣等処理施設用）
126,000

環境局 事業管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 木津川事務所Ｎｏ.１灰出しコンベアー緊急修繕経費の支出について（胞衣等処理施設用）
197,400

環境局 事業管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ソーダー購入費（施設維持管理用）の支出について
85,932
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環境局 事業管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 粗大ごみ中継地（城北環境事業センター）ホイルローダの修理にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について
105,000

環境局 事業管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度ホイルローダ月次・年次検査オイル交換等契約業務委託（その２）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（２月分）
7,350

環境局 事業管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
3,082,871

環境局 事業管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　建物修繕料 服部霊園園路陥没補修その３(緊急)にかかる経費(霊園整備用)の支出について
394,896

環境局 事業管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西部環境事業センターＮｏ、１衣類乾燥機修繕費（施設維持管理用）の支出について
128,100

環境局 事業管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（1月分）
152,874

環境局 事業管理課 平成26年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（1月分）
288,312

環境局 事業管理課 平成26年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について(平成26年2月分)
26,460

環境局 事業管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費の支出について（１月分）
16,632

環境局 事業管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 五条公園公衆トイレ各所修繕経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について
178,500

環境局 事業管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費の支出について（１月分）
4,917,495

環境局 事業管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費の支出について（１月分）
16,675,959

環境局 事業管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費の支出について（１月分）
2,750,145

環境局 事業管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費の支出について（１月分）
11,956,226

環境局 事業管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費の支出について（１月分）
1,686,710

環境局 事業管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 大阪市設大和田霊園周辺施設整備工事（その２）にかかる経費の支出について（霊園整備用）（前払金）
2,430,000

環境局 事業管理課 平成26年03月13日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費の支出について（１月分）
45,704

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（動物死体処理業務委託事後審査用）
6,240

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポリエチレン製ごみ袋（１２０リットル）買入経費の支出について
60,690

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 粗大ごみ中継地（東南環境事業センター）ホイルローダの修理にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について
152,145

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 粗大ごみ中継地（東南環境事業センター）ホイルローダの修理にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について
39,081

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 粗大ごみ中継地（城北環境事業センター）ホイルローダの修理にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について
161,700

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター・城北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
276,499

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南部環境事業センター・西北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
404,311

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 中部環境事業センター・西南環境事業センター・東南環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
528,742

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度ホイルローダ月次・年次検査オイル交換等契約業務委託（その１）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（２月分）
7,350

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
282,132

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　建物修繕料 瓜破斎場　式場駐車場内漏水修繕経費の支出について（斎場事業運営用）
110,250

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　建物修繕料 瓜破斎場　緊急ガス遮断弁整備経費の支出について（斎場事業運営用）
311,225

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用2月分）
13,125

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 野里公園公衆トイレ各所修繕経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について
143,535

環境局 事業管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 北斎場火炉改修その他工事経費の支出について（斎場施設整備用）（完成払金）
23,940,000

環境局 事業管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（あいりん地域環境整備事業に係る廃棄物処理協議用）
26,800

環境局 事業管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西南環境事業センター排水処理処理電気設備緊急修繕費（施設維持管理）の支出について
367,500

環境局 事業管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（平成26年1月　郵便局分）
392,164

環境局 事業管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,676

環境局 事業管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,670

環境局 事業管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 納入通知書送付用切手購入経費の支出について
486

環境局 事業管理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 天六公衆トイレ入口自動扉修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
300,300

環境局 事業管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
2,800,000

環境局 事業管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（２月分）
4,027,002

環境局 事業管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（１月分）
143,300

環境局 事業管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（１月分）
1,343,500

環境局 事業管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 委託料　委託料 木津川事務所ダイオキシン類等濃度測定業務委託の実施経費の支出について（胞衣汚物等処理用）
483,000

環境局 事業管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 合葬式墓地使用許可取消に伴う過年度還付金の支出について（霊園過年度還付用）
50,000

環境局 事業管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
4,853

環境局 事業管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
3,733

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中津公園車止めその他補修(緊急)に係る経費(車両事故賠償用)の支出について
115,500



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報
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環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
5,775,000

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
333,598

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
3,565,625

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について　（平成26年2月分）
350,231

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（２月分）
146,221

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所ガス使用料金（庁舎維持管理用）の支出について（2月分）
2,816

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 斎場使用申込書（規格）ほか７点の印刷経費の支出について（斎場事業運営用）
170,667

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　建物修繕料 佃斎場４号炉化粧扉の鍵修繕経費の支出について（斎場事業運営用）
48,300

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システムソフトウェア長期借入経費の支出について（斎場事業運営用2月分）
126,262

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システム用機器一式長期借入経費の支出について（斎場事業運営用2月分）
303,660

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
1,610

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
3,220

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入費用の支出について（霊園事業運営用）
30,000

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（2月分）
346,500

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（２月分）
274,662

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園整備用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園整備用）の支出について
1,610

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園整備用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 大阪市設霊園霊地使用者再募集用のぼりの設営等作業委託経費の支出について
252,000

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 SDHCメモリーカードの購入経費(事故防止対策用)の支出について
119,700

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 中部環境事業センターほか３箇所消火器ほか９点購入費（施設維持管理用）の支出について
55,881

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 城北環境事業センター排水処理電気施設緊急修繕費（施設維持管理費）の支出について
496,650

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター出張所　消火ポンプ呼水槽ドレン配管修繕費（施設維持管理用）の支出について
39,900

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東部環境事業センター排水処理設備コンテナ反転装置修繕費（施設維持管理用）の支出について
399,000

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西北環境事業センターＮｏ、１衣類乾燥機修繕費（施設維持管理用）の支出について
169,050

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 中部環境事業センターほか３箇所消火器ほか９点購入費（施設維持管理用）の支出について
1,000

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（２月分）
247,800

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
2,097,387

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
3,937,500

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（２月分）
31,500

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成26年2月分）
37,044

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 のぼり（たばこ市民マナー向上エリア用）の作成経費の支出について
23,940

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（1月分）
16,620

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（1月分）
6,420

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（２月分）
84,000

環境局 事業管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 東北環境事業センター排水処理施設改修工事費（施設維持管理費）の支出について
1,425,900

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
2,760

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
11,702

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
1,380

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
3,122,875

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
2,677,500

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
630

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
438

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（10霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(平成26年2月分)
27,435,200

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（10霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(平成26年2月分)
13,717,200

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
4,640

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　建物修繕料 瓜破霊園消防官墓地前外1カ所漏水緊急修繕にかかる経費(霊園整備用)の支出について
237,300

環境局 事業管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　建物修繕料 大阪市設住吉霊園南側傾斜路路面補修にかかる経費(霊園整備用)の支出について
315,000
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環境局 事業管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成２６年２月分）
60,317

環境局 事業管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成26年2月分）
120,540

環境局 事業管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用2月分）
16,799,614

環境局 事業管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用2月分）
24,379,141

環境局 事業管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 太左衛門橋公衆トイレ多目的ブース扉緊急修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
33,075

環境局 事業管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 天満橋北公園公衆トイレほか１件各所修繕経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について
245,175

環境局 事業管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 都島公園公衆トイレ路面修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
189,000

環境局 事業管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 鶴町北公園公衆トイレほか1件各所改修工事経費（公衆トイレ整備用）の支出について
1,606,500

環境局 事業管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 カロート入替業務委託にかかる経費の支出について（泉南メモリアルパーク整備用・2月分）
112,140

環境局 事業管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 北部環境事業センターほか７箇所　制水弁キーの購入費（施設維持管理用）の支出について
63,000

環境局 事業管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東北環境事業センター　５階機械室内給水配管漏水緊急修繕費（施設維持管理用）の支出について
273,000

環境局 事業管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（一般事務用）
15,070

環境局 事業管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 北部環境事業センターほか１０箇所　簡易専用水道定期検査手数料費（施設維持管理用）の支出について
158,550

環境局 事業管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 中部環境事業センター・東南環境事業センター・西南環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
387,622

環境局 事業管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東北環境事業センター・西部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
352,502

環境局 事業管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
286,712

環境局 事業管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター・城北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月）
276,499

環境局 事業管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
300,823

環境局 事業管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（2月分）
137,188

環境局 事業管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ポケットティッシュ（たばこ市民マナー向上エリア用）の作成経費の支出について
31,500

環境局 事業管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 北斎場外１斎場自動扉保守点検業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
1,151,430

環境局 事業管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 北斎場外１斎場自動扉保守点検業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
1,772,400

環境局 事業管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 中浜流注場　受入槽・貯留槽等清掃業務委託経費（施設維持管理用）の支出について
1,201,200

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 不法投棄防止看板用土台買入にかかる支出について
73,500

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　消耗品費 パッキンケース（死獣処理用）の購入経費の支出について
53,161

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所灯油代金（胞衣汚物等処理用）の支出について（２月分）
829,710

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ラベルシールの購入経費の支出について（斎場事業運営用）
7,875

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用3月分）
9,660

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 斎場予約受付システム用携帯電話料金の支出について（斎場事業運営用３月分）
10,134

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について（斎場事業運営用3月分）
36,225

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用2月分）
20,664

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用2月分）その２
472

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 レッドＶベルトの購入経費（し尿流注業務用）の支出について
8,977

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 中浜流注場　破砕ポンプ点検整備業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について
2,835,000

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ジャンパーほか１点の購入経費（まち美化パートナー用）の支出について
72,450

環境局 事業管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　建物修繕料 矢田部霊園外灯緊急修繕にかかる経費の支出について（霊園整備用）
32,550

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
698

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,800

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
710

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,400

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
800

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について（１月分）
487,935

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
986,760

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ふせん紙ほか１６点（一般事務用）購入経費の支出について
59,461

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小学校体験学習啓発物品（普及啓発用）購入経費の支出について
99,618

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（職員衛生用）購入経費の支出について
49,896

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルムＡ４ほか２０点（普及啓発用）購入経費の支出について
106,344

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
13,280
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環境局 北部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,080

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
986,760

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,200

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
360

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印作成にかかる経費（一般事務用）の支出について
252

環境局 北部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
433,491

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26.1月分）
849,870

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．1月分）
407,098

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．1月中継地分）
98,676

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．1月分）
2,220,210

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 1月分市内等出張交通費の支出について
33,660

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 衣装ケースの購入に係る経費の支出について（市民啓発用）
60,900

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 １２月分市内等出張交通費の支出について（口座番号相違分）
740

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 油性ペンほか20点の購入に係る経費の支出について（一般事務用）
52,594

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ２月分市内等出張交通費の支出について
26,810

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・2月分）
260,568

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・26年3月分）
15,613

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分）
2,392

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分）
4,000

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分）
3,150

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分）
450

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分）
1,419

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分）
3,666

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（26年2月分）
750

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 事務机ほか2点の購入に係る経費の支出について（一般事務用）
60,291

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．2月中継地分）
98,676

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 白灯油の購入に係る経費の支出について（暖房用）
21,000

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．2月分）
740,070

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．2月分）
348,467

環境局 東北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26.2月分）
849,870

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
849,870

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（1月分）
704,468

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
2,310

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
3,712

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２６年１月分）
1,480,140

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
630

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
5,800

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年1月分）
1,050

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用荷崩れ防止ゴムバンドほか１点購入経費の支出について
61,110

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
110,323

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２６年１月分）
29,480

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 職員衛生用トイレットペーパー購入経費の支出について
69,552

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 一般事務連絡用電話使用料の支出について（平成２６年２月分）
2,628

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
2,520

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター窓ガラス清掃業務委託費の支出について（庁舎管理用）
57,750

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
400

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
4,480

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
1,250
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環境局 城北環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用ゴム印作成に係る経費支出について
5,390

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２６年２月分）
1,480,140

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）（２）
3,478

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
61,406

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（2月分）
714,740

環境局 城北環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用インクジェットカラープリンタほか４点の購入経費支出について
45,202

環境局 西北環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 安全衛生用危険物取扱者免状書換え手数料の支出について
1,600

環境局 西北環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 交通事故防止用安全運転管理者法定講習会証紙代の支出について
21,000

環境局 西北環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用圧縮天然ガス購入経費の支出について（スタンド平成26年２月分）
574,316

環境局 西北環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用軽油購入経費の支出について（平成２６年２月分）
740,070

環境局 西北環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用下水道使用料の支出について（平成２６年２月分）
553,817

環境局 西北環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 車両洗車用工業用水道使用料の支出について（平成２６年３月分）
19,435

環境局 西北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（2月分）の支出について
8,290

環境局 西北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年２月分）
7,492

環境局 西北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年２月分）
870

環境局 西北環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年２月分）
5,800

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 切手購入経費の支出について（事務連絡用）
8,320

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成26年1月分
4,181

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費の支出について（暖房器具用）
22,575

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電話使用料（事務連絡用）の支出について　平成26年2月分
2,628

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入経費の支出について（一般事務用）
34,104

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年１月分
246,432

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 プッシュピンほか２点の購入経費の支出について（普及啓発用）
16,233

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機用ノズル購入経費の支出について（庁舎管理用）
27,720

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入経費の支出について（職員衛生用）
37,800

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 学習ノートの購入経費の支出について（普及啓発用）
122,850

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
250

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗車用石鹸購入経費の支出について（庁舎管理用）
33,600

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
7,476

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理)の支出について　平成26年2月分
224,222

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（３月分）
12,673

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（２月分）
283,143

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２６年３月分
5,985

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(会議等)平成26年2月分
13,770

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（第６６～７１号）の支出について　平成２６年２月分
493

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
740,070

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
849,870

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（第６６～７１号）の支出について　平成２６年２月分
2,750

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２６年２月分）
1,960

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年２月分
616,725

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダブルクリップほか４点購入経費の支出について（一般事務用）
15,479

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ２口ガスコンロの購入経費にかかる支出について（庁舎管理用）
19,425

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成26年2月分
1,207

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年２月分
566,580

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費の支出について（暖房器具用）
36,750

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 油性マジック（ツインマーカー）黒ほか１２点の購入の支出について
57,426

環境局 中部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 輪ゴムほか３点の購入経費の支出について（マタニティウェア・ベビーウェアの展示提供用）
87,150

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
220,608
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環境局 西部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
740,070

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
278,967

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（資源ごみ中継地施設維持管理用）の支出について（１月分）
74,007

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（１月分）
9,450

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（２月分）
322,649

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度 工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（３月分）
16,642

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度 西部環境事業センター警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（２月分）
542,106

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（２月分）
13,450

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,858

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用直管蛍光灯ほか５点購入経費の支出について
70,348

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
1,480,140

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
849,870

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
218,217

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（資源ごみ中継地施設維持管理用）の支出について（２月分）
74,007

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
157,949

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,050

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,800

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,520

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,900

環境局 西部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,406

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 インクカートリッジほか５点購入経費の支出について（リサイクル工作教室）
22,818

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 再生ＰＥＴ定規購入経費の支出について（体験学習等配布用）
81,480

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（１月分）
6,700

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用ボールペンほか３点の購入経費の支出について
9,240

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トラックシート用ゴム購入の支出について（車両用）
15,750

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,798

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,960

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）３月分
20,905

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）２月分
329,196

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,500

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
90

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
250

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
431,563

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（２月分）
1,480,140

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（２月分）
849,870

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用カラープリンターほか４点の購入経費の支出について
41,937

環境局 東部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（１月分再振込分）
800

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２６年１月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,726,830

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（暖房用）の購入及び同経費の支出について
22,050

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（研修等/1月分）
8,890

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（研修用等/８月分）再支出分
540

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（研修等/７月分）再支出分
1,460

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか２点の購入及び同経費の支出について（職員衛生用）
60,648

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
10,402

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成26年2月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
849,870

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成26年2月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
503,988

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
2,840
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環境局 西南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
1,050

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
1,800

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印（一般事務用）作成にかかる経費の支出について
3,444

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２６年２月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
986,760

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２５年度　３月分　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用）
10,825

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２５年度　２月分　下水道料金の支出について（庁舎管理用）
304,137

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等/２月分）
7,100

環境局 西南環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クリアーブックほか３１点の購入及び同経費の支出について（一般事務用）
139,566

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素ガス外３点の概算買入経費の支出について（自動車整備用）：１月分
4,095

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用軽自動車法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：１月分
35,831

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：１月分
12,264

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用普通貨物車（三菱ふそう車）法定点検整備経費の支出について（粗大ごみ中継作業車整備用）：１月分
145,740

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：１月分
274,050

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（３月分）
22,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用軽自動車法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：１月分
6,600

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：１月分
221,400

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用普通貨物車（三菱ふそう車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（粗大ごみ中継作業車整備用）：１月分
61,500

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　船車修繕料 業務用軽自動車（三菱，胞衣車）法定点検整備経費の支出について（胞衣等収集自動車整備用）：１月分
18,926

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 公課費　公課費 業務用軽自動車（三菱，胞衣車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（胞衣等収集自動車整備用）：１月分
6,600

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）
129,150

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（1月分）
227,101

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ｆ)購入経費の支出について(1月分)
334,765

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（1月分）
93,975

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(1月広域分)
21,420

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（1月分）
272,517

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（1月分）
1,003,732

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（1月分）
138,495

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(1月分)
1,682,612

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（３月分）
33,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（３月分）
763,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（１月分）
11,440

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）1月分
208,740

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ａ）購入経費の支出について（1月分）
30,450

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（1月分）
225,330

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(1月分)
86,788

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 養生テープ付きマスキングシート（＃１）ほか１点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
42,840

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ハンドタップセットほか１３点の購入経費の支出について（自動車整備用）
123,144

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 屋外用マット(庁舎管理用)購入経費の支出について
14,962

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラッカーシンナー（下半期）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（２月分）
28,560

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 掃除機(庁舎管理用)購入経費の支出について
40,320

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 塗装ブースＮｏ．１シャッター修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
338,310

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ガラスの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）【１月分】
121,853

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（1月分）
433,364

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（1月分）
72,010

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（1月分）
903,843

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（1月分）
23,461

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（1月分）
251,987

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ビニールテープ（赤）ほか１１点の購入経費の支出について（リサイクル工作教室及び特定衣料の展示提供用）
5,922
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環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
12,615

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
1,042

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：２月分
60,900

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用普通貨物車（いすゞ車）法定点検整備経費の支出について（粗大ゴミ中継作業車整備用）：２月分
102,900

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
4,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
3,280

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
3,750

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用普通貨物車（いすゞ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（粗大ゴミ中継作業車整備用）：２月分
57,400

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：２月分
49,200

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（マツダ車）法定点検整備（その２）経費の支出について（胞衣等収集自動車整備用）：２月分
46,611

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（マツダ車）法定点検整備（その２）に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（胞衣等収集自動車整備用）：２月分
9,900

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
7,714

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)【２月発行分】
670

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（下半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（２月分）
100,800

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）2月分
1,692,180

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱脂洗浄剤　ほか２点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
45,465

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）：２月分
137,970

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）：２月分
178,920

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（２月分）
10,745

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度後期　使用済みタイヤの収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について（単価契約）：２月分
72,187

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 角形研磨材（Ａ）ほか１７点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
171,118

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（２月分）
787,167

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 セレーション付フランジナットほか７点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
95,571

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パンク修理剤ほか５点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
46,536

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（２月分）
11,865

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（２月分）
64,681

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー(衛生用)購入経費の支出について
63,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 シュレッダー（一般事務用）購入経費の支出について
54,600

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（2月分）
385,747

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用ダブルクリップほか１９点購入経費の支出について
72,270

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（2月分）
79,170

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）2月分
447,300

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油買入経費（庁舎管理用）の支出について（２月分）
368,760

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(分別収集の推進事業用)の支出について(２月分)
123,345

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(２月分)
585,521

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(２月分)
1,133,160

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ツインリフト修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
153,300

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（２月分）
9,710

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか３点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備事務用）
37,957

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フロントウインドガラスほか1点買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
84,735

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 床水切り用ドライヤー（中継地作業用）購入経費の支出について
12,600

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(２月分)
986,760

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ガラスの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）【２月分】
30,362

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（2月分）
838,956

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤオイルほか１点の購入経費の支出について（自動車整備用）
164,850

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塗装ブース用排気フィルターほか２点の購入経費の支出について（自動車整備用）
132,384

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 圧着ペンチほか１２点の購入経費の支出について（自動車整備用）
172,576

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（2月分）
97,440
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環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：２月分
6,132

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 特管廃油ほか２点の収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について（自動車整備用）
135,450

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 塗装ブース作業環境測定業務委託に係る経費の支出について（作業環境評価用）
129,360

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用普通貨物車（三菱ふそう車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（粗大ごみ中継作業車整備用）：２月分
123,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用軽自動車法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：２月分
6,600

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備（その２）に係る自動車重量税印紙購入代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：２月分
49,200

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　船車修繕料 業務用軽自動車（三菱，胞衣車）法定点検整備経費の支出について（胞衣等収集自動車整備用）：２月分
37,852

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 公課費　公課費 業務用軽自動車（三菱，胞衣車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（胞衣等収集自動車整備用）：２月分
13,200

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：２月分
22,932

環境局 南部環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（事務連絡自動車整備用）：２月分
5,000

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用１月分）の支出について
30,270

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務委託経費（庁舎管理用）の支出について（第２回払い）
24,570

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,532

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,827

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,500

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用２月分）の支出について
10,680

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
849,870

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用３月分）の支出について
997,430

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（整備工場用）購入経費の支出について
36,540

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
740,070

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 再生ノート購入経費の支出について（啓発事業用）
92,925

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター購入経費の支出について（普及啓発用）
25,420

環境局 東南環境事業センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印（一般事務用）作成にかかる経費の支出について
1,001

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 平成25年度廃棄物管理責任者講習会講師謝礼の支出について（減量指導事業用）
5,740

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カラーペーパーほか１５点の購入経費の支出について（一般事務用）
73,290

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
1,220

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
3,860

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 許可業者収集容器包装プラスチック搬送業務委託経費の支出について（１月分・許可業者指導用）
63,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 排出事業者指導用パンフレットデザイン業務委託経費の支出について
81,900

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年２月分）
7,612

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入経費の支出について（平成２６年２月分）
3,570

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　ごみ搬入票入力データ作成業務委託経費の支出について（ごみ処理量集計事務用　２月分）
321,341

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　ごみ搬入票入力データ作成業務委託経費の支出について（ごみ処理量集計事務用　２月分）
17,992

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　搬入票発行管理システム用機器一式長期借入経費の支出について（搬入票発行事務用　２月分）
143,115

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成25年度　資源ごみ処理業務委託（概算契約）経費の支出について（資源ごみ処理用・１２月分）
3,229,343

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
2,376

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ搬入票（3連A）外1点印刷の実施及び同経費の支出について（ごみ処理事務用　３月分）
69,302

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用　2月分）
63,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成25年度　資源ごみ処理業務委託（概算契約）経費の支出について（資源ごみ処理用　1月分）
2,949,686

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 一般廃棄物排出実態調査及び組成分析調査業務委託にかかる経費の支出について
15,540,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 事業系ごみの減量推進に関するセミナーの実施にかかる企画運営業務委託にかかる経費の支出について
2,919,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 作業用手袋（合成ゴム）ほか１点の購入経費の支出について（焼却工場における展開検査実施用）
22,459

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 特定建築物にかかる廃棄物減量計画書ほか６点の印刷経費の支出について（減量指導事務用）
84,042

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 小冊子「事業系ごみの減量と適正処理の促進のために」の印刷経費の支出について（減量指導事務用）
323,400

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 新規対象物件説明会案内送付用後納郵便料金の支出について（減量指導事務用）
5,782

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
7,270

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 ＦＡＸ使用経費（工場振替連絡用）の支出について（１-２月分）
945

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 平野区ごみ減量講演会（平成26年2月7日クレオ大阪南）講師謝礼金の支出について
19,460
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環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 レターパック購入経費の支出について（集合式住宅における分別排出啓発用）
8,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 切手購入経費の支出について（資源集団回収活動の推進事業用）
23,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（１月分）の支出について
839,139

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（平成25年度第3回関西広域環境保全計画資源循環検討チーム会議用）
2,220

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（ベール品質調査立会用）
33,840

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（新労務単価運用に係る説明用）
3,880

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平野区ごみ減量講演会用会場舞台技術運営業務委託経費の支出について（平成26年2月7日クレオ大阪南）
33,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業用養生テープ外３１点購入経費の支出について
202,518

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用淀川区ガレージセール会場使用料の支出について（平成２６年２月１１日開催分）
26,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用淀川区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（平成２６年２月７日開催分）
1,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 城東区リサイクル工作教室（平成26年2月16日城東区民センター）講師謝礼金の支出について
47,740

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用大正区推進員研修会会場使用料の支出について（１月２３日開催分）
16,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（鶴見１号）の修理費用の支出について
304,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用区民まつり（旭区）会費の支出について
30,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用港区推進員研修会会場使用料の支出について（２月３日開催分）
17,850

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支給について
2,520

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支給について
9,450

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支給について
3,150

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支給について
920

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 資源集団回収市民周知用ビラ印刷経費の支出について（資源集団回収活動の推進事業用）
41,475

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（家電リサイクル法の見直しに係る意見交換会出席用）
28,020

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 各区ガレージセール用ポスター（地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業）印刷経費の支出について（その３）
40,744

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 各区ガレージセール用ポスター（地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業）印刷経費の支出について（その５）
84,105

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボールペン購入経費の支出について（紙パック回収事業用）
30,240

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地ショベルローダー用バッテリーの買入費用の支出について
26,250

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 分別収集用排出啓発ラベルの印刷経費の支出について
660,660

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（西南１号）の修理費用の支出について
60,774

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設ショベルローダー（西淀１号）の修理費用の支出について
130,315

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設ショベルローダー（平野１号）の修理費用の支出について
75,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２５年度ショベルローダー月次検査・オイル交換等年間契約費用の支出について（その２）（２月分）
5,250

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２５年度ショベルローダー月次検査・オイル交換等年間契約費用の支出について（その２）（２月分）
70,980

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 平野区リサイクル工作教室（平成26年2月20日長吉東部会館）講師謝礼金の支出について
20,080

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用市民啓発コーナー案内板購入経費の支出について
12,180

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用切手及び廃棄物減量推進事業用切手の購入経費の支出について
11,440

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用切手及び廃棄物減量推進事業用切手の購入経費の支出について
2,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 淀川区リサイクル工作教室（平成26年2月26日淀川図書館）講師謝礼金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 旭区リサイクル工作教室（平成26年3月2日清水小学校）講師謝礼金の支出について
31,780

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 生野区リサイクル工作教室（平成26年2月22日生野区子育てプラザ）講師謝礼金の支出について
20,860

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 廃棄物減量等推進事業用　もとリサイクルプラザ赤川産業廃棄物（廃バッテリー）収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について
21,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支給について（2月分）
23,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成26年2月分）
1,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（ペットボトル再商品化に係る現地調査）
21,760

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定家庭用機器廃棄物等の再商品化義務委託経費の支出について（２月分）
431,114

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業用コットンバッグ購入経費の支出について
196,350

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２５年度ショベルローダー月次検査・オイル交換等年間契約費用の支出について（その１）（２月分）
31,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２５年度ショベルローダー月次検査・オイル交換等年間契約費用の支出について（その１）（２月分）
52,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 北区リサイクル教室（平成26年3月10日北区民センター）会場使用料の支出について
1,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 工事請負費　改修工事費 東南資源ごみ中継地舗装補修工事費用の支出について
857,850
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環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 工事請負費　改修工事費 西南資源ごみ中継地舗装補修工事費用の支出について
1,555,050

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（２月分）の支出について
511,171

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 平野区リサイクル工作教室（平成26年3月11日長吉六反会館）講師謝礼金の支出について
29,580

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ搬入券の印刷経費の支出について（資源化事業用）
26,460

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　テープカートリッジ外２５点の購入経費の支出について
48,947

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる２月分費用の支出について
4,639,084

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる２月分費用の支出について
4,738,251

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる２月分費用の支出について
5,969,463

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる２月分費用の支出について
4,643,137

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる２月分費用の支出について
889,456

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる２月分費用の支出について
6,722,297

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる２月分費用の支出について
9,430,805

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる２月分費用の支出について
4,428,610

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる２月分費用の支出について
6,858,531

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる２月分費用の支出について
7,019,992

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる２月分費用の支出について
5,477,011

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 再生紙トイレットペーパー購入経費の支出について（資源集団回収団体支援用）
27,720

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 一般事務用　テープカートリッジ外２５点の購入経費の支出について
35,053

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 住宅地図の購入にかかる経費の支出について（紙ごみ等分別回収の推進事業用）
402,780

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（1月15日～2月24日分）の支出について（拠点回収事業用）
314,223

環境局 施設管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設のガス料金にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
25,587

環境局 施設管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設の電気料金にかかる経費の支出について（施設維持管理用　１月分）
3,138,214

環境局 施設管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 住之江総合会館　外壁修繕料（緊急）の支出について（施設維持管理用）
211,144

環境局 施設管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 港工場巡回警備業務委託経費の支出について（跡地管理用・１２～１月用）
84,630

環境局 施設管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 森之宮工場巡回警備業務委託経費の支出について（跡地管理用・１２～１月用）
86,972

環境局 施設管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 オイルの買入経費の支出について（施設維持管理用）
31,500

環境局 施設管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　工業用水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　２月分）
944,239

環境局 施設管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１月分）
288,051

環境局 施設管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度　北港事務所消防設備等保守点検業務委託経費の支出について（処分地管理用）
115,500

環境局 施設管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 南港管路輸送施設輸送管（南系統）緊急修繕その２経費の支出について（施設維持管理用）
699,300

環境局 施設管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 南港管路輸送センター制御用計算機（北系統）緊急修繕経費の支出について（施設維持管理用）
281,400

環境局 施設管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 北港事務所　ブルドーザー（Ｄ６Ｒ２ＤＳ－ＬＧＰ）修繕経費の支出について（処分地管理用）
1,178,100

環境局 施設管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダイヤフラムバルブほか１点の買入経費の支出について（処分地管理用）
282,796

環境局 施設管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２５年度北港事務所水道使用料の支出について（２月分）
214,512

環境局 施設管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　北港処分地北地区浸出水送水ポンプ電気使用料の支出について（２月分）
18,767

環境局 施設管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 此花屋内プール　ジャグジープールのろ過装置修繕料（緊急）の支出について（施設維持管理用）
148,050

環境局 施設管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター自家用電気工作物保守点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
735,000

環境局 施設管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 南港管路輸送センター消火栓配管修繕経費の支出について（施設維持管理用）
396,900

環境局 施設管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 南港管路輸送施設ローカルドラム補修工事経費の支出について（施設維持管理用）
8,421,000

環境局 施設管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 南港管路輸送センター輸送設備点検整備工事経費の支出について（施設維持管理用）
2,782,500

環境局 施設管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 森之宮管路輸送の電気使用料にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
5,500

環境局 施設管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 リフレうりわり機械警備用　通信費の支出について（２月分）
4,243

環境局 施設管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 大正工場　LPガス使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　２月分）
17,939

環境局 施設管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場　工業用水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　２月分）
578,224

環境局 施設管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 玉かけ技能講習の受講にかかる経費の支出について（焼却工場運転用）
300,200

環境局 施設管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 処分地管理用　北港事務所プロパンガス使用料の支出について（平成２５年度２月分）
20,790

環境局 施設管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度西淀工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
15,085,544

環境局 施設管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度東淀工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
671,636
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環境局 施設管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度舞洲工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
2,670,075

環境局 施設管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度平野工場外１箇所で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
29,319,820

環境局 施設管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度鶴見工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
3,126,223

環境局 施設管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設の水道料金にかかる経費の支出について（施設維持管理用　３月分）
160,211

環境局 施設管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度八尾工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　2月分）
7,528,520

環境局 施設管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局北港事務所機械警備業務委託　長期継続経費の支出について（平成２５年度２月分・処分地管理用）
17,850

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンモニア水（西淀工場外４か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
2,308,729

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 尿素（西淀工場外３か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
1,558,986

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化カルシウム（平野工場外２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
2,421,251

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化第二鉄液（西淀工場外７か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
1,911,462

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸（住之江工場外２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
476,729

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２５年度かせいソーダ（北港事務所）下半期概算買入経費の支出について（処分地管理用・平成２５年度２月分）
198,135

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩酸（西淀工場外７か所）下半期概算買入にかかる経費の支出についてついて（施設維持管理用　２月分）
270,775

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２５年度ポリ硫酸第２鉄（北港事務所）概算買入経費の支出について（処分地管理用・平成２５年度２月分）
176,190

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸ばんど（平野工場外６か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
1,517,146

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２５年度２月分北港処分地北地区浸出水下水道放流分下水道使用料の支出について（処分地管理用）
736,449

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西淀川屋内プール　３階更衣室系統空調機修繕費の支出について（施設維持管理用）
315,000

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西淀川屋内プール　空冷式ヒートポンプチラー（１・２号機）修理費の支出について（施設維持管理用）
472,500

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 西淀工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）経費の支出について（平成２５年度２月分・残滓陸送用）
384,296

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 八尾工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）経費の支出について（平成２５年度２月分・残滓陸送用）
1,548,939

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却残滓の大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入処分契約料金の支払いについて（平成２５年度２月分・八尾工場）
7,858,095

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度北港処分地廃棄物埋立処分業務委託経費の支出について（処分地管理用・２月分）
17,715,897

環境局 施設管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度北港処分地南地区第１区巡回警備業務委託（その２）経費の支出について（処分地管理用・２月分）
164,058

環境局 施設管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　工業用水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　３月分）
4,727,382

環境局 施設管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２５年度北港処分地南地区電気使用料の支出について（２月分）
1,642,543

環境局 施設管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　下水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　２月分）
22,717,526

環境局 施設管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託経費の支出について（２月分）（施設運転管理用）
412,660

環境局 施設管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度　リフレうりわり自家用電気工作物保安点検業務委託料の支出について（施設維持管理用）
157,500

環境局 施設管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度南港管路輸送施設監視並びに庁舎管理業務委託経費の支出について（その２）２月分（施設運転管理用）
350,481

環境局 施設管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所分　軽油　第４四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・平成２５年度２月分）
740,070

環境局 施設管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所分　揮発油第４四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・２月分）
56,658

環境局 施設管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大正工場外8ヵ所貯水槽清掃業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
1,503,600

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（２月分）
33,640

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボルト（番号１）ほか２点の買入経費の支出について（施設維持管理用）
71,715

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設の電気料金にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
2,918,535

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 森之宮管路輸送の電気使用料にかかる経費の支出について（施設維持管理用　３月分）
5,546

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　工業用水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　３月分）
837,741

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設のガス料金にかかる経費の支出について（施設維持管理用　３月分）
25,367

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 北港処分地　測量車修繕経費の支出について（処分地管理用）
47,827

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　市営交通回数カード購入経費の支払について
45,000

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 リフレうりわり簡易専用水道検査料の支出について（施設維持管理用）
9,450

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ焼却工場における防災管理点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
420,000

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却工場エアラインシステム保守点検業務委託（その２）経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,470,000

環境局 施設管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 原材料費　工事材料費 平成２５年度　山土の買入経費の支出について（その２・処分地造成用）
3,097,500

環境局 建設企画課 平成26年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 平成２５年度環境局南港工場巡回警備業務委託経費（第5回部分払い）の支出ついて（保安用）
98,988

環境局 建設企画課 平成26年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　手数料 森之宮第2団地一般廃棄物保管施設築造に係る計画通知及び許認可申請手数料の支出について（森之宮管路輸送代替施設整備用）
282,000

環境局 建設企画課 平成26年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　手数料 森の宮パークサイドコーポ一般廃棄物保管施設築造に係る建築確認申請手数料の支出について（森之宮管路輸送代替施設整備用）
33,000

環境局 建設企画課 平成26年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度　八尾工場関連施設建設費交付金の支出について（廃棄物処理施設整備費用）
52,222,335
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環境局 建設企画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
3,100

環境局 建設企画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
3,900

環境局 建設企画課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２４年度版廃棄物処理施設整備実務必携の購入について（廃棄物処理施設建替事務用）
5,985

環境局 建設企画課 平成26年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
8,880

環境局 建設企画課 平成26年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラほか２点の購入経費の支出について（解体工事記録用）
27,772

環境局 建設企画課 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 もと焼却工場建替計画用地表層土壌汚染状況調査等業務委託経費の支出について（土壌調査用）
5,743,500

環境局 建設企画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 なまし鉄線外１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
8,505

環境局 建設企画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 照度計ほか２点の購入経費の支出について（技術調査用）
30,450

環境局 建設企画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 防塵メガネほか３点の購入経費の支出について（サンプリング作業用）
29,505

環境局 西淀工場 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプ部品（＃１）ほか１４点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
89,680

環境局 西淀工場 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファンモーターほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
47,533

環境局 西淀工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（1月分）支出について（事務連絡用）
9,100

環境局 西淀工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（１月分）
3,503,220

環境局 西淀工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水面計部品の購入経費の支出について（施設維持管理用）
264,600

環境局 西淀工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電源ユニットほか６点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
437,850

環境局 西淀工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グランドパッキン成型品（＃1）ほか１４点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
350,028

環境局 西淀工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＨＥＰＡフィルターほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
80,220

環境局 西淀工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 滑り止めテープ（＃１）ほか５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
126,000

環境局 西淀工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 運搬車（＃１）ほか７点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
203,059

環境局 西淀工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の支払いについて（廃棄物処理事業用　1月分）
23,761

環境局 西淀工場 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 西淀工場アンモニア水蒸発器の性能検査手数料の支出について（施設維持管理用）
20,160

環境局 西淀工場 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワックスほか１点の購入経費の支出について（庁舎管理用）
51,555

環境局 西淀工場 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 滑り止め塗料ほか１点購入経費の支出について（施設維持管理用）
316,785

環境局 西淀工場 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 薬品用柔軟フッ素ホースほか４点購入経費の支出について（施設維持管理用）
218,820

環境局 西淀工場 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 油吸着材ほか１点購入経費の支出について（施設維持管理用）
30,240

環境局 西淀工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルカリ度測定用第１液ほか１０点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
338,614

環境局 西淀工場 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプ部品ほか１６点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
184,800

環境局 西淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チップソーカッターほか５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
121,065

環境局 西淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
820

環境局 西淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西淀工場電子計算機保守業務委託費の支出について（施設維持管理用）
3,570,000

環境局 西淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 ＴＩＧ溶接機の購入経費の支出について（施設維持管理用）
397,950

環境局 西淀工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダイヤフラムバルブの購入経費の支出について（施設維持管理用）
296,100

環境局 西淀工場 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西淀工場４階浴室漏水修繕経費の支出について（施設維持管理用）
317,100

環境局 西淀工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 細骨材の購入経費の支出について（施設維持管理用）
9,450

環境局 西淀工場 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 西淀工場高光度航空障害灯修繕費の支出について（施設維持管理用）
373,800

環境局 西淀工場 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 西淀工場排水貯槽等清掃業務委託費の支出について（施設維持管理用）
220,500

環境局 西淀工場 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 西淀工場搬入路舗装補修工事経費の支出について（施設維持管理用）
1,357,650

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支出について（事務連絡用・玉かけ技能講習用）
2,880

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支出について（事務連絡用・玉かけ技能講習用）
24,920

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 給電ケーブル巻き取り機用部品の購入経費の支出について（施設維持管理用）
443,100

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワイヤーロープ（＃１）ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
420,000

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
712,236

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 終端器ほか６点購入経費の支出について（施設維持管理用）
110,145

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 定流量弁ほか1点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
3,087

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用高分子凝集剤の購入経費の支出について（施設維持管理用）
36,540

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油スタンド給油代（2月分）の支出について（公用車維持管理用）
5,488

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（２月分）
3,687,600

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 通話料金の支払について（２月分）
42
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環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の支払いについて（廃棄物処理事業用　２月分）
11,387

環境局 西淀工場 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 西淀工場Ｎｏ３灰クレーンバケット修繕経費の支出について（施設維持管理用）
330,750

環境局 平野工場 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 エアラインシステム修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
530,250

環境局 平野工場 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 潤滑油ほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
1,854,216

環境局 平野工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分買入経費の支出について（事務連絡用　１月分）
4,799

環境局 平野工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 自動溶接機購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
388,500

環境局 平野工場 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯機の購入経費の支出について（工場維持管理用）
34,545

環境局 平野工場 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フランジ形たわみ軸継手用ボルトほか１点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
55,020

環境局 平野工場 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 洗濯機の購入経費の支出について（工場維持管理用）
3,045

環境局 平野工場 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スケール防止剤（平野工場）下半期購入経費の支出について（施設維持管理用）
491,400

環境局 平野工場 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 サイクロ減速機購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
299,250

環境局 平野工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディスクスチームトラップほか４点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
333,900

環境局 平野工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤(平野工場）下半期購入経費の支出について(排水処理用・1月分）
816,679

環境局 平野工場 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パドルほか２点（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
4,521,300

環境局 平野工場 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 渦巻ポンプ用部品　購入経費の支出ついて（焼却工場維持管理用）
111,825

環境局 平野工場 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分）
15,660

環境局 平野工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 溶接棒購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
58,800

環境局 平野工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁操作弁ほか１点　購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
369,568

環境局 平野工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 外部バッテリーほか１点　購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
399,000

環境局 平野工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２５年度　作業服洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用・２月分）
33,142

環境局 平野工場 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場２号炉捕集灰Ｎｏ．２コンベアほか緊急修繕経費の支出について（焼却工場整備用）
997,500

環境局 平野工場 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場２号炉調温塔下部コンベアほか緊急修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
1,008,000

環境局 平野工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 炉用部品（炉内水噴霧ノズルチップ部品）（平野工場）購入経費の支出について（工場維持管理用）
613,200

環境局 平野工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 炉用部品（ボイラー水管）（平野工場）購入経費の支出について（工場維持管理用）
3,675,000

環境局 平野工場 平成26年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 炉用部品（可動火格子ほか５点）（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
19,029,150

環境局 平野工場 平成26年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場１号炉ボイラ下ダブルフラップダンパ緊急修繕経費の支出について（焼却工場整備用）
1,176,000

環境局 平野工場 平成26年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場低圧蒸気減温装置蒸気変換弁緊急修繕経費の支出について（焼却工場整備用）
861,000

環境局 平野工場 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
1,172

環境局 平野工場 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
1,700

環境局 平野工場 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 中央監視装置（平野工場）の修繕経費の支出について（焼却工場維持管理用）
393,750

環境局 平野工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
28,390

環境局 平野工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ステンレス丸棒　購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
37,800

環境局 平野工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガス検知警報器部品（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
35,238

環境局 平野工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（平野工場）下半期購入経費の支出について（排ガス処理用・２月分）
730,658

環境局 平野工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 インクリボンほか１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
56,595

環境局 平野工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プーリーの購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
53,760

環境局 平野工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（一般事務用）
17

環境局 大正工場 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワイヤーロープ＃１ほか３点買入経費の支出について（施設維持管理用）
187,425

環境局 大正工場 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（大正工場）の買入経費の支出について（施設維持管理用）
285,600

環境局 大正工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（職員衛生用１月分）
27,286

環境局 大正工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バッテリー買入経費の支出について（施設維持管理用）
11,550

環境局 大正工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 大正工場貨物自動車法定点検経費の支出について（コンテナ輸送事業用・12月・1月分）
240,534

環境局 大正工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 大正工場貨物自動車法定点検経費の支出について（コンテナ輸送事業用・12月・1月分）
1,100

環境局 大正工場 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 大正工場フォークリフト及びリーチローダ特定自主検査実施経費の支出について（施設維持管理用）
97,650

環境局 大正工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩酸の買入経費の支出について（施設維持管理用）
11,025

環境局 大正工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バックアップリング　ほか１５点の買入経費の支出について（施設維持管理用）
228,952

環境局 大正工場 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 大正工場クレーン設備性能検査手数料の支出について（施設維持管理用）
80,940

環境局 大正工場 平成26年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 大正工場クレーン設備点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
840,000
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環境局 大正工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（大正工場）の下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
268,800

環境局 大正工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電設資材の買入経費の支出について（施設維持管理用）
45,834

環境局 大正工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 インクリボン　ほか１０点の買入経費の支出について（施設維持管理用）
168,207

環境局 大正工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（大正工場）の買入経費の支出について（施設維持管理用）
99,960

環境局 大正工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 段ボール箱買入経費の支出について（施設維持管理用）
47,250

環境局 大正工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 消火器用リサイクルシール買入経費の支出について（施設維持管理用）
13,000

環境局 大正工場 平成26年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 大正工場No.2塵芥クレーン緊急修繕（その2）経費の支出について（工場整備用）
997,500

環境局 大正工場 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
400

環境局 大正工場 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
580

環境局 大正工場 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
750

環境局 大正工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について（焼却炉昇温用・２月分）
829,710

環境局 大正工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
49,338

環境局 大正工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油スタンド給油分購入経費の支出について（事務用車用２月分）
19,713

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ガス溶接技能講習にかかる出張交通費の支出について（２６年３月分）
1,080

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 玉掛け技能講習にかかる市内出張交通費について（26年2月分）
8,410

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について　（25年12月分）
720

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について　（26年１月分）
9,600

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（クレーン運転士免許学科試験用）
3,080

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について　（２６年２月分）
4,160

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について　（２６年３月分）
2,760

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 アーク溶接特別教育およびガス溶接技能講習にかかる出張交通費の支出ついて（２６年２月分）
5,440

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（大正工場）の下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
2,571,582

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 コンテナバック　ほか６点の買入経費の支出について（施設維持管理用）
240,051

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 大正工場貨物自動車法定点検経費の支出について（コンテナ輸送事業用・２月・３月分）
90,510

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（職員衛生用２月分）
20,784

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 大正工場共聴アンテナ共架料の支出について（施設維持管理用・平成２５年度分）
39,270

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 大正工場破砕施設剪断式破砕機カッター用油圧シリンダー緊急修繕経費の支出について（破砕整備用）
367,500

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 大正工場破砕施設剪断式破砕機刃物修繕（その３）経費の支出について（破砕整備用）
1,722,000

環境局 大正工場 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 大正工場蒸気タービン緊急修繕経費の支出について（工場整備用）
210,000

環境局 住之江工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状書換え手数料の支出について（安全衛生用）
3,200

環境局 住之江工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 定水位弁ほか１点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
258,300

環境局 住之江工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 反射式水面計部品１ほか１点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
61,110

環境局 住之江工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ｐＨ標準液用粉末の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
49,980

環境局 住之江工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 圧力計の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
85,890

環境局 住之江工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（平成２５年１月分　事務連絡用）の買入経費の支出について
9,084

環境局 住之江工場 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モーターほか４点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
272,055

環境局 住之江工場 平成26年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工場取水設備整備工事経費の支出について（焼却工場施設整備用）
24,780,000

環境局 住之江工場 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場計量器点検業務委託経費の支出について（焼却工場施設整備用）
73,500

環境局 住之江工場 平成26年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 住之江工場計量器点検業務委託経費の支出について（焼却工場施設整備用）
1,270,500

環境局 住之江工場 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガスケットほか７点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
64,344

環境局 住之江工場 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工場焼却設備整備工事（設計変更）経費の支出について（焼却工場施設整備用）
233,625,000

環境局 住之江工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＮＯ標準ガスほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
189,000

環境局 住之江工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エキスパンションほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
178,500

環境局 住之江工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤ油ほか６点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
135,712

環境局 住之江工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年2月分）
9,558

環境局 住之江工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場作業服洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業）（平成26年2月分）
3,895

環境局 住之江工場 平成26年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 住之江工場クレーン設備点検業務委託経費の支出について（焼却工場施設整備用）
1,239,000

環境局 住之江工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 熱電対買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
100,800
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環境局 住之江工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用高分子凝集剤（住之江工場）下半期買入経費の支出について（施設維持管理用）
492,975

環境局 住之江工場 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリングほか１４点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
264,337

環境局 住之江工場 平成26年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場２号炉ストーカほか緊急修繕経費の支出について（施設整備用）
706,650

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
3,871,674

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
195,951

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消火器ほか４点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
119,700

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 インバータ買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
131,250

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
1,328,040

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・２月分）
737,520

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 消火器ほか４点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
6,790

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場クレーン性能検査（その２）の実施経費の支出について（焼却工場維持管理用）
95,380

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 住之江工場外１ヵ所消防用設備等点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
2,815,050

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場じん芥クレーン電動機修繕経費の支出について（焼却工場施設整備用）
1,543,500

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場じん芥クレーン設備（その２）修繕経費の支出について（焼却工場施設整備用）
1,365,000

環境局 住之江工場 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場ＣＯ分析計修繕経費の支出について（焼却工場施設整備用）
577,500

環境局 鶴見工場 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スクリーン買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
22,680

環境局 鶴見工場 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（第４四半期）買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）（１月分）
553,140

環境局 鶴見工場 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（平成26年1月分・職員安全衛生用）
20,375

環境局 鶴見工場 平成26年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 鶴見工場自家用電気工作物点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
441,000

環境局 鶴見工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 熱電対Ａほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
207,900

環境局 鶴見工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプ買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
871,500

環境局 鶴見工場 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジＡほか３点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
43,680

環境局 鶴見工場 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エレメントほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
58,170

環境局 鶴見工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアフィルタほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
88,200

環境局 鶴見工場 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 機器冷却水処理剤買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
587,160

環境局 鶴見工場 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 復水処理剤買入経費の支出について（施設維持管理用）
546,840

環境局 鶴見工場 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（平成26年2月分職員安全衛生用）
14,778

環境局 鶴見工場 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 テンキーボード買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
15,960

環境局 鶴見工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 鶴見工場蒸気タービン定期安全管理審査実地審査料の支出について（焼却工場維持管理用）
164,304

環境局 鶴見工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カートリッジコレクター買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
69,300

環境局 鶴見工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 灰クレーン吊下金具①ほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
328,650

環境局 鶴見工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,536

環境局 鶴見工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,100

環境局 鶴見工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,000

環境局 鶴見工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
3,303,339

環境局 鶴見工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
620,392

環境局 鶴見工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カップリング用弾性体買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
22,050

環境局 鶴見工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 鶴見工場トラック計重設備点検業務委託経費の支出について（焼却設備維持管理用）
63,000

環境局 鶴見工場 平成26年03月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 鶴見工場トラック計重設備点検業務委託経費の支出について（焼却設備維持管理用）
336,000

環境局 鶴見工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用　2月分）
16,310

環境局 鶴見工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 背圧弁買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
49,875

環境局 鶴見工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 送風機買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
81,585

環境局 鶴見工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カスケードポンプ買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
142,800

環境局 鶴見工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プロジェクターランプ買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
20,790

環境局 鶴見工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 光電式スポット型感知器ほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
236,250

環境局 鶴見工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 書籍　買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
5,460

環境局 鶴見工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ソレノイドバルブほか２０点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
315,126

環境局 鶴見工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 光電式スポット型感知器ほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
47,775
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環境局 鶴見工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 ガス検知器買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
99,750

環境局 八尾工場 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油　第４四半期分購入経費(施設維持管理用）の支出について(１月分）
737,520

環境局 八尾工場 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成25年度　八尾工場における作業服洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用）（1月分）
14,855

環境局 八尾工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状書換え手数料の支出について（安全衛生用）
8,000

環境局 八尾工場 平成26年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 八尾工場タービン発電機室ホイスト年次点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
472,500

環境局 八尾工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 八尾工場転落者救助用ゴンドラ及びホイスト式天井クレーン検査手数料の支出について
50,700

環境局 八尾工場 平成26年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 八尾工場ごみピット転落者救助用ゴンドラ年次点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
168,000

環境局 八尾工場 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
690

環境局 八尾工場 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マグネットカプラほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
1,552,950

環境局 八尾工場 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,700

環境局 八尾工場 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,600

環境局 八尾工場 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
885

環境局 八尾工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 八尾工場蒸気タービン定期安全管理審査手数料の支出について（焼却工場維持管理用）
165,310

環境局 八尾工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について（１月分）
20,700

環境局 八尾工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ガス溶接講習における市内出張交通費の支出について（１月７－８日実施分）（工場施設維持管理用）
4,720

環境局 八尾工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ照明器具＃１ほか５点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
367,080

環境局 八尾工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度八尾工場合併処理浄化槽清掃業務委託料の支出ついて（工場施設維持管理用）
315,000

環境局 八尾工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（八尾工場）購入経費の支出について（施設維持管理用：2月分）
315,695

環境局 八尾工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（八尾工場）購入経費の支出について（施設維持管理用：2月分）
499,369

環境局 八尾工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（八尾工場）購入経費の支出について（施設維持管理用：2月分）
766,678

環境局 八尾工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高反応消石灰（八尾工場）購入経費の支出について（施設維持管理用：2月分）
974,358

環境局 八尾工場 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スチームトラップの購入経費の支出について（施設維持管理用）
1,522,290

環境局 八尾工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 八尾工場管理棟用空冷チラー（その２）修繕経費の支出について（施設維持管理用）
1,439,550

環境局 八尾工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作業用ヘルメットの買入経費の支出について（職場安全衛生用）
57,015

環境局 八尾工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 事務連絡等用揮発油(給油カード)買入経費の支出について(２月分)
4,116

環境局 八尾工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 八尾工場簡易トイレし尿取扱い手数料の支出について　3月6日分（施設維持管理用）
2,480

環境局 八尾工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成25年度　八尾工場における作業服洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
11,730

環境局 舞洲工場 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか１点の購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
244,125

環境局 舞洲工場 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 舞洲工場焼却・破砕設備整備工事（その２）経費の支出について（施設維持管理用）
4,494,000

環境局 舞洲工場 平成26年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 舞洲工場焼却・破砕設備整備工事（その２）経費の支出について（施設維持管理用）
35,017,500

環境局 舞洲工場 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バルブコントロール　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
456,750

環境局 舞洲工場 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第４四半期）購入経費（設備維持管理用）の支出について（１月分）
24,669

環境局 舞洲工場 平成26年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 舞洲工場加熱脱塩素化装置用冷却器修繕経費の支出について（施設維持管理用）
732,900

環境局 舞洲工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 散水用ホースの購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
51,030

環境局 舞洲工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 オフィスチェアの購入にかかる経費の支出について（一般事務用）
70,182

環境局 舞洲工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（1月分）の経費の支出について（職員衛生用）
12,102

環境局 舞洲工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状書換え手数料経費の支出について（安全衛生用）
1,600

環境局 舞洲工場 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 鋼材ほか４点購入経費の支出について（施設維持管理用）
190,396

環境局 舞洲工場 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 定量ポンプ用部品　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
342,594

環境局 舞洲工場 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直流電源装置用部品（その２）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
577,500

環境局 舞洲工場 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗浄剤　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
89,250

環境局 舞洲工場 平成26年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 無停電電源装置用部品購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
2,415,000

環境局 舞洲工場 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 空気調和機（受変電室ほか１カ所）修繕見積手数料の支出について（焼却設備維持管理用）
36,750

環境局 舞洲工場 平成26年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 低速回転式せん断破砕機供給コンベア用エプロン購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
3,139,500

環境局 舞洲工場 平成26年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 低速回転式せん断破砕機用ピースカッター外２４点購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
22,680,000

環境局 舞洲工場 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スチームトラップ購入経費の支出について（施設維持管理用）
617,400

環境局 舞洲工場 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カッターナイフほか23点の購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
164,965

環境局 舞洲工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
735
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環境局 舞洲工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 講習用近接地出張交通費の支給について（平成２６年２月分）
4,640

環境局 舞洲工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 シールドカップほか５点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
32,235

環境局 舞洲工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
1,968

環境局 舞洲工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チップソーほか7点　購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
227,535

環境局 舞洲工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素の購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
11,340

環境局 舞洲工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ガス検知警報器の修繕経費の支出について（破砕設備維持管理用）
31,710

環境局 舞洲工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 空気調和機の修繕（灰クレーン電気室ほか３カ所）経費の支出について（施設維持管理用）
995,400

環境局 舞洲工場 平成26年03月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 舞洲工場ボイラー設備蒸気弁修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
435,750

環境局 舞洲工場 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光ランプ購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
223,020

環境局 舞洲工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議用ほか市内出張交通費の支給について（平成２６年２月分）
7,370

環境局 舞洲工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか１点の購入にかかる経費の支出について（職員衛生用）
75,285

環境局 舞洲工場 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 舞洲工場２号炉ボイラー設備緊急補修工事経費の支出について（施設維持管理用）
6,877,500

環境局 舞洲工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動電圧調整器用部品購入経費の支出について（施設維持管理用）
336,000

環境局 舞洲工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 耐油ホースの購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
14,595

環境局 舞洲工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 講習用近接地出張交通費の支給について（平成２６年３月分）
1,240

環境局 舞洲工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 極圧グリース購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
142,800

環境局 舞洲工場 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 変調器修繕（その６）経費の支出について（焼却設備維持管理用）
75,600

環境局 舞洲工場 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 変調器修繕（その５）経費の支出について（施設維持管理用）
180,600

環境局 舞洲工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マグネットポンプ用部品　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
323,925

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パーツ洗浄台用ポンプほか４点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
67,410

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤購入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
119,700

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラワン合板購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
38,010

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤購入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
1,041,600

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ソーダ購入経費の支出について（焼却設備維持管理用・2月分）
86,184

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤購入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
2,407,860

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリングほか６点買入経費の支出について（施設維持管理用）
71,190

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ購入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
4,291,539

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（第４四半期）購入経費の支出について（焼却施設維持管理用・２月分）
184,380

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２５年度　ショベルローダー定期自主検査手数料の支出について（破砕設備維持管理用）
97,650

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（2月分）の経費の支出について（職員衛生用）
12,186

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 Ｎｏ．５低速回転式せん断破砕物搬送コンベア用ベルト（その２　舞洲工場）購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
4,852,050

環境局 舞洲工場 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 舞洲工場粗大ごみクレーン用インバータ修繕経費の支出について（破砕設備維持管理用）
588,000

環境局 東淀工場 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託にかかる代金の支出について（１月分）（職員衛生用）
18,169

環境局 東淀工場 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか１４点の購入経費の支出について（庁舎管理用、職員衛生用、地球温暖化対策用）
441

環境局 東淀工場 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クリップボードほか７点の購入経費の支出について（一般事務用）
11,193

環境局 東淀工場 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか１４点の購入経費の支出について（庁舎管理用、職員衛生用、地球温暖化対策用）
67,252

環境局 東淀工場 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 竹ほうき（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
39,900

環境局 東淀工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状写真書換え手数料の支払いについて（安全衛生用）
3,200

環境局 東淀工場 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 第２種ボイラータービン主任技術者免状交付申請経費の支払いについて（焼却設備維持管理用）
6,600

環境局 東淀工場 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費（１月分）の支出について
13,470

環境局 東淀工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スケール防止剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
211,050

環境局 東淀工場 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消臭剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
302,400

環境局 東淀工場 平成26年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 吐水ホースほか１５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
175,985

環境局 東淀工場 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,600

環境局 東淀工場 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東淀工場外１箇所消防用設備等点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用・第２回目　完了）
1,164,450

環境局 東淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用高分子凝集剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・２回目／全２回）
333,900

環境局 東淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
592,200

環境局 東淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 冷却水処理剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
457,800
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環境局 東淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
573,783

環境局 東淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
398,412

環境局 東淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 復水処理剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
950,040

環境局 東淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
531,667

環境局 東淀工場 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱酸素剤（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
478,800

環境局 東淀工場 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フレキシブルほか３点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
151,200

環境局 東淀工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
1,794,944

環境局 東淀工場 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 セメントほか１点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
9,555

環境局 東淀工場 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バルブほか８点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
147,262

環境局 東淀工場 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 玉掛け技能講習用・事務連絡用　市内出張交通費の支出について（２月分）
2,310

環境局 東淀工場 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 玉掛け技能講習用・事務連絡用　市内出張交通費の支出について（２月分）
15,010

環境局 東淀工場 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワイヤカッタほか４点（東淀工場）の購入経費の支出について（施設維持管理用）
175,182

環境局 東淀工場 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 ワイヤカッタほか４点（東淀工場）の購入経費の支出について（施設維持管理用）
92,767

環境局 東淀工場 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託にかかる代金の支出について（２月分）（職員衛生用）
16,524

環境局 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 渉外事故賠償金（平成２６年３月分）の支出について（渉外事故関係業務用）
100,000

環境局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 電子調達システム用トナーカートリッジの購入経費の支出について（契約事務用）
18,049

環境局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（あいりん地域環境整備事業に係る廃棄物処理協議用）
26,660

環境局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 書籍３点の購入経費の支出について（事務参考用）
9,450

環境局 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２５－３０）の支出について（渉外事故関係業務用）
148,920

環境局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 普及啓発用　市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出について
2,310

環境局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入について（一般事務用）
54,180

環境局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２５－３１）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,505,530

環境局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
10,000

環境局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 阿倍野合同庁舎水道料金（平成２６年２月分庁舎管理用）の支出について
1,574

環境局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年２月分）
5,800

環境局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
425,375

環境局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
6,112

環境局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
1,839

環境局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 一般事務用物価資料（書籍）の購入経費の支出について（下半期分）
9,480

環境局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託費用の支出について（文書逓送用2月分）
484,785

環境局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
120,750

環境局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 デジタル複合機（環境局）一式　借入経費の支出について（一般事務用2月分）
3,990

環境局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
219,617

環境局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
1,481,513

環境局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成26年2月分）
1,075,095

環境局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 法規集追録購入経費（事務参考用）の支出について（完納）
13,550

環境局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成２５年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成26年2月分）
714,124

環境局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　備品修繕料 庁内情報パソコン液晶修理経費の支出について（一般事務用）
97,807

環境局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内パソコンに係るインターネット回線使用料の支出について（一般事務用　２月分）
170,100

環境局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（２月分）の支出について
4,480

環境局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 シャープペンシルほか１４点の購入経費の支出について（一般事務用、庁舎管理用）
34,980

環境局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 シャープペンシルほか１４点の購入経費の支出について（一般事務用、庁舎管理用）
20,296

環境局 企画課 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 第５４回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員報酬の支出について
176,055

環境局 企画課 平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 第５４回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員旅費の支出について
7,160

環境局 企画課 平成26年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 大阪市家庭系ごみ収集輸送事業の経営形態変更の具体的制度設計に係る報償金の支出について（平成26年1月7日・28日分）
47,530

環境局 企画課 平成26年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 第２２回家庭系ごみ収集輸送事業に係るプロジェクトチーム会議用外部アドバイザー報償金の支出について（２）
48,450

環境局 企画課 平成26年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 第２２回家庭系ごみ収集輸送事業に係るプロジェクトチーム会議用外部アドバイザー報償金の支出について（１）
24,225

環境局 企画課 平成26年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　筆耕翻訳料 第54回大阪市廃棄物減量等推進審議会用会議録作成料の支出について
30,240
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環境局 企画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成26年２月分）
6,320

環境局 企画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年２月分）
198

環境局 企画課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年２月分）
350

環境局 企画課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 一般廃棄物（家庭系ごみ）組成分析調査業務委託料の支出について
6,405,000

環境局 企画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 大阪市家庭系ごみ収集輸送事業の経営形態変更の具体的制度設計に係る報償金の支出について（平成26年3月19日分）
23,765

環境局 企画課 平成26年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 大阪市家庭系ごみ収集輸送事業の具体的制度設計に係る報償金の支出について（３月１３日分）
23,765

環境局 職員課 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード購入経費の支出について（一般事務用）
30,000

環境局 職員課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 作業服１類合冬用シャツほか２点の購入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
25,987

環境局 職員課 平成26年03月11日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 コンプライアンス研修関係視聴覚教材購入経費の支出について（研修用）
67,200

環境局 職員課 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 安全衛生関係書籍の買入経費の支出について（安全衛生用）
29,788

環境局 職員課 平成26年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 自動うがい器の修繕経費の支出について（安全衛生用）
21,000

環境局 職員課 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分・一般事務用）
12,670

環境局 職員課 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器用うがい薬の買入経費の支出について（安全衛生用）
52,500

環境局 職員課 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器の買入経費の支出について（安全衛生用）
60,900

環境局 職員課 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ペンタブレットの買入及び同経費の支出について（安全衛生用）
19,635

環境局 職員課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 自動車整備業務従事職員石綿健康診断の経費の支出について（安全衛生用）
263,550

環境局 職員課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 Ｃ１－ＧＰの表彰にかかる副賞用商品券購入経費の支出について（不祥事根絶に繋がる取組用）
120,000

環境局 職員課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 図書カード（１，０００円）ほか１点購入経費の支出について（表彰用）
18,620

環境局 職員課 平成26年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 額縁ほか１点購入経費の支出について（表彰用）
8,767

環境局 職員課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 塩化ビニルホースほか５点購入経費の支出について（がんばる職員支援制度用）
19,918

環境局 職員課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局エチルベンゼン塗装業務従事職員健康診断の経費の支出について（安全衛生用）
84,000

環境局 職員課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成26年２月分・一般事務用）
21,040

環境局 職員課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器の買入経費の支出について（安全衛生用）
10,500

環境局 環境施策課 平成26年03月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 UNEP国際環境技術センター管理用　平成25年度UNEP国際環境技術センター警備業務委託経費の支出について（１月分）
636,741

環境局 環境施策課 平成26年03月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 海外事業展開用　アジアにおける低炭素都市づくりに向けた自治体プラットフォーム形成セミナーへの参加にかかる旅費の支出について
27,700

環境局 環境施策課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 第２回気候変動対策自治体パートナーシップ会議への出席にかかる経費の支出について
28,100

環境局 環境施策課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（１１月及び１２月追加分）
1,600

環境局 環境施策課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
8,393

環境局 環境施策課 平成26年03月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（スマートコミュニティ実証事業に伴う中間報告　外）
28,100

環境局 環境施策課 平成26年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 海外事業展開用　第3回ミャンマー低炭素都市連絡会への出席にかかる旅費の支出について
27,320

環境局 環境施策課 平成26年03月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 役務費　通信運搬費 副読本「おおさか環境科」成果品発送にかかる郵便料金の支出について
6,100

環境局 環境施策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(平成26年度CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業に関するヒアリング)
37,160

環境局 環境施策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
4,115

環境局 環境施策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進用「緑のカーテン＆カーペット」ガイドブックにおけるデザイン・版下作成業務経費の支出について
109,200

環境局 環境施策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(「平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業」等に係る説明会)
17,700

環境局 環境施策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(「平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業」等に係る説明会)
13,740

環境局 環境施策課 平成26年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成25年度第3回関西広域環境保全計画環境学習検討チーム会議への出席に係る出張旅費の支払について
1,900

環境局 環境施策課 平成26年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進用「地球温暖化対策推進」に関する事業者向けセミナーの実施に係る運営業務委託経費の支出について
816,270

環境局 環境施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 環境教育、学習の振興等に係る業務委託公募型プロポーザル選定会議にかかる報償金の支出について
51,435

環境局 環境施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
6,900

環境局 環境施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成25年度第４回クレジット調査検討作業チーム会合　兼　関西広域カーボン・クレジット推進協議会への参加経費の支出について
6,700

環境局 環境施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用「いきいきパークみさき　エコイベント」への参加にかかる旅費の支出について
1,900

環境局 環境施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成25年度関西エコオフィス大賞表彰式及び関西広域連合広域環境保全分野温室効果ガス削減のための広域取組担当者会議への出席について
2,220

環境局 環境施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 地球環境保全推進用ヒートアイランド対策関連事業に係る書籍の購入経費の支出について
7,980

環境局 環境施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,310

環境局 環境施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
258

環境局 環境施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進事業用 平成25年度UNEP国際環境技術センターエレベーター設備保守点検業務委託経費の支出について（4月1日～9月30日分）
270,270

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市ハウジングデザイン賞銘板・レプリカの作製の支出について
349,650
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都市整備局 住宅政策課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-332）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-164）
988,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-329）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-262）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-252）
1,590,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-237）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-160）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-230）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-170）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理用住まい情報センター等建物に係る建物管理費（分担金）の支出について（平成26年3月分）
6,342,917

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 大阪市ハウジングデザイン賞表彰式に係る報償金の支出について
17,205

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
414

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
1,160

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
600

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
8,140

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用封筒「送付用封筒（大）（更新・請求用）」外８点買入の支出について（第４回納品分）
289,800

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）に係る郵便料の支出について（平成２６年１月分）
209,200

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-331）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-218）
1,524,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-317）
127,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-352）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度防犯カメラ設置費補助金の支出について
5,971

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　広告料 大阪市子育て安心マンション認定制度地下鉄駅構内ポスター掲出広告料の支出について
46,200

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　会費 公益社団法人都市住宅学会平成25年度賛助会費の支出について
20,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借上に係る使用料の支出について（平成26年2月分）
261,702

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公社住宅事業用等　市内出張旅費（2月分）の支出について
418

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 公社住宅事業用等　市内出張旅費（2月分）の支出について
330

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 分譲マンションアドバイザーの派遣（２５－５）および同経費の支出について
60,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 公社住宅事業用等　市内出張旅費（2月分）の支出について
7,610

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 委託料　委託料 民間すまいりんぐ供給事業にかかる市場家賃調査業務委託料の支払いについて
1,013,250

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用帳票「［Ａ］新婚世帯家賃補助金請求書」外１９点印刷の支出について（第４回納品分）
229,425

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成25年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（2月分)
1,805

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-100）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-248）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-249）
880,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-300）
625,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-42）
258,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-351）
750,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-371）
960,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-123）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-324）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費の支出について（平成26年2月分住宅政策グループ）
380

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（２月分）の支出について
1,026

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費の支出について（平成26年2月分住宅政策グループ）
4,360

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成26年2月分）
24,360

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（２月分）の支出について
1,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費の支出について（平成26年2月分住宅政策グループ）
886

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費の支出について（平成26年2月分住宅政策グループ）
1,500
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都市整備局 住宅政策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（２月分）の支出について
17,127

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（２月分）の支出について
42,499

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市ハウジングデザイン賞受賞作品集・表彰式用ポスター作成経費の支出について
67,410

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度マンション耐震化緊急支援事業　補助金の支出について（H25-1-901）
2,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 防災力強化マンション認定制度用　大阪市防災力強化マンション認定プレートの作成経費の支出について
45,570

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住まい情報センター等建物の共用部分・都市整備局専用部分に係る計画修繕費（分担金）の支出について（平成25年度分第5回目）
1,297,440

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成25年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（1月分）
1,985,227

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成25年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（1月分）
2,046,773

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-336）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-390）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-186）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-358）
35,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-363）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-323）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-373）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-187）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-362）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-207）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-277）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-379）
580,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-229）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-197）
143,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-290）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-384）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-326）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-344）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-337）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-322）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-381）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-258）
32,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-361）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-385）
980,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-291）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度マンション耐震化緊急支援事業　補助金の支出について（H25-1-903）
1,795,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（2月分）
13,650

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 負担金、補助及交付金　利子補給金 平成25年度特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅利子補給金の支出について
247,159,462

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市エコ住宅普及促進事業住宅認定制度用認定プレートの作成費の支出について
34,860

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用帳票「※新婚家賃補助受給者の方は必ずお読みください！」外１４点印刷の支出について（第５回納品分）
12,600

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（２月分）
6,300,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（２月分）
688,065

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかる電算処理業務委託料の支出について（２月分）
4,566,975

都市整備局 住宅政策課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（2月分）
119,175

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 ＨＯＰＥゾーン事業用　平成25年度大阪市HOPEゾーン事業・大阪市マイルドHOPEゾーン事業まちなみ修景補助制度補助金の支出について
4,500,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（1月分）
920

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（1月分）
18,148

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（1月分）
18,069

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月05日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（1月分）
1,420

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－１９）
275,000
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都市整備局 住環境整備課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（２月１３日実施分）
31,900

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－２９）
659,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－２８）
699,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－３０）
359,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携　平成２５年度版」外７点の買入に係る経費の支出について
18,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成２５年度版）」外１点の買入に係る経費の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成２５年度版）」外１点の買入に係る経費の支出について
10,500

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携　平成２５年度版」外７点の買入に係る経費の支出について
18,500

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成２５年度版）」外１点の買入に係る経費の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携　平成２５年度版」外７点の買入に係る経費の支出について
34,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成２５年度版）」外１点の買入に係る経費の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携　平成２５年度版」外７点の買入に係る経費の支出について
27,500

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携　平成２５年度版」外７点の買入に係る経費の支出について
37,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成２５年度版）」外１点の買入に係る経費の支出について
11,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　手数料 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携　平成２５年度版」外７点の買入に係る経費の支出について
500

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H25009）の支出について
192,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－２０）
375,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成２５年度版）」外１点の買入に係る経費の支出について
22,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携　平成２５年度版」外７点の買入に係る経費の支出について
18,500

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（変H25019）の支出について
626,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H25020）の支出について
208,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（２月２７日実施分）
26,570

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度建替促進補助金の支出について（工事監理・共同施設整備）（変２４－８）
4,518,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H24018）の支出について
312,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－２７）
750,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－３３）
345,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－３２）
320,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（2月分）
29,569

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度建替促進補助金の支出について（除却・工事監理・共同施設整備）（２４－１０）
5,207,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H25015）の支出について
194,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 HOPEゾーン事業用まちなみ修景補助制度補助金の支出について
4,500,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（２月分）
16,219

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（２月分）
17,482

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H25024）の支出について
194,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 HOPEゾーン事業用まちなみ修景補助制度補助金の支出について
3,455,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（２月分）
23,674

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（２月分）
13,362

都市整備局 住環境整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H25018）の支出について
74,000

都市整備局 区画整理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(1月分)
1,920

都市整備局 区画整理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(1月分)
15,366

都市整備局 区画整理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「現行登記総覧不動産登記の書式と解説」追録第１４４号の買入代金の支出について
6,006

都市整備局 区画整理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「積算ポケット手帳　建築編　２０１４」外４点の買入代金の支出について
7,434

都市整備局 区画整理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 備品購入費　図書購入費 区画整理事業用「積算ポケット手帳　建築編　２０１４」外４点の買入代金の支出について
21,357

都市整備局 区画整理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 土地区画整理現地研修会への参加にかかる会費の支出について
4,000

都市整備局 区画整理課 平成26年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 平成25年度土地区画整理事業研究会（二部会研究会）合同部会の参加に係る出張旅費の支出について（2/24開催）
28,020

都市整備局 区画整理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について
9,178

都市整備局 区画整理課 平成26年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用管外出張旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分）
2,270

都市整備局 区画整理課 平成26年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（１月分）
41,991
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都市整備局 区画整理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（２月分）
1,120

都市整備局 区画整理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
14,625

都市整備局 区画整理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（２月分）
25,274

都市整備局 区画整理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（1月分）
5,500

都市整備局 区画整理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 土地区画整理現地研修会への参加及び国土交通省との打合せにかかる出張旅費の支出について（出張日3/10
11）

都市整備局 区画整理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 放出駅前自由通路清掃業務委託の支出について（２月分）
141,061

都市整備局 区画整理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 区画整理事業用淀川区物件調査等業務委託（単価契約）の支出について（２月分）
4,340,478

都市整備局 区画整理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（２月分）
81,375

都市整備局 区画整理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）の借入代金の支出について（長吉東部事務所用）（２月分）
22,050

都市整備局 区画整理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 西成区萩之茶屋工区３５号線外１舗装補修工事にかかる工事費（完成金）の支出について
2,697,650

都市整備局 区画整理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（2月分）
49,234

都市整備局 区画整理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁２月分）
40,466

都市整備局 区画整理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 放出駅前自由通路照明制御スイッチ点検業務委託料の支出について
7,980

都市整備局 区画整理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理システム用パーソナルコンピュータ長期借入料の支出について（２月分）
45,339

都市整備局 区画整理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「現代契約書式要覧」追録第１９８号外１１点の買入代金の支出について
48,050

都市整備局 区画整理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用定期購読雑誌「月刊測量」の買入代金の支出について
7,000

都市整備局 区画整理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用マリンテニスパーク・北村テニスコート舗装補修工事費の支出について（完成金）
3,179,050

都市整備局 区画整理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成２２年度普通自動車（バン）借入に係る船車賃借料の支出について（長期契約 平成25年度分）
86,940

都市整備局 区画整理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(2月分)
860

都市整備局 区画整理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(2月分)
18,122

都市整備局 区画整理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「行政不服審査事務提要」追録第８０３号～第８１４号外５点の買入代金の支出について
96,600

都市整備局 区画整理課 平成26年03月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 3級及び4級基準点測量成果検定に係る委託料の支出について
176,400

都市整備局 生野南部事務所 平成26年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　手数料 生野東住宅2号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について(改良住宅建築事業用）
73,080

都市整備局 生野南部事務所 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用小口支払基金資金繰入金の支出について（２月分）
4,496

都市整備局 生野南部事務所 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（Ｈ２５００３）
412,000

都市整備局 生野南部事務所 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（３月分）
23,834

都市整備局 生野南部事務所 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（２月分）
6,627

都市整備局 生野南部事務所 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅２・９･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（３月分）
89,502

都市整備局 生野南部事務所 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
5,863

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 不動産鑑定報酬の支出について
739,200

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償について－4
119,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償費について－６
26,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償について－4
4,027,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償費について－６
1,441,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
4,977

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
160

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用淡路駅周辺地区内一円防塵舗装工事に伴う工事請負費の支出について（完成）
4,136,200

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用淡路駅周辺地区道路照明灯設置工事に伴う工事請負費の支出について（完成）
1,858,550

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（完了払）
3,937,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う架空配線路移設補償金の支出について―２
653,352

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
400

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
10,590

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成25年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（２月分）
34,978

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う架空配線路移設補償金の支出について―３
854,801

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の臨時電灯における電気使用料の支出について（２月分）
9,498

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（２月分）
22,266

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（２月分）
42,111

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う電気通信設備移設補償金の支出について
106,435



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報
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都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
28,728,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
7,880,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
41,662,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付となる土地の仮清算金の交付について
502,740

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 三国東地区区画整理事業用ブルーシート外２点の買入代金の支出について
60,165

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（２月分）（納付書２通添付）
20,891

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（２月分）（納付書１通添付）
5,664

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,364

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,090

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
5,824,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
1,153,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（２月分）
414

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（２月分）
15,004

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移設補償金の支出について（Ｂ５換地内従前道路上）（完了払）
14,819

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業用建物等移転補償金の支出について(後金払）
1,980,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２５年度三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（２月分）
70,165

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
9,634,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
7,509,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 三国東地区区画整理事業用自転車買入代金の支出について
183,750

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
11,352,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移設補償金の支出について（Ｂ２付近区画道路２号線上）完了払
189,926

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
37,997

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
416,651

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その７）
1,566,037

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区画整理事業用　長吉東部土地区画整理事務所用地使用料の支出について（2月分）
477,609

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
80

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
900

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 長吉東部土地区画整理事務所機械警備業務委託料の支出について（2月分）
12,285

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その８）
2,764,534

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業に伴う市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（２月分）の支出について
7,014

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部土地区画整理事業地区内の街灯にかかる電気料金（２月分）の支出について
76,683

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 長吉東部地区管理地等維持管理業務委託（その２）にかかる業務委託料の支出について
1,146,600

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その４）
848,147

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 長吉東部地区における清算交付金の支出について（その９）
3,242,375

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 長吉六反１丁目外２００ｍｍその他配水管布設工事他にかかる費用の支出について
14,123,700

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 長吉六反１丁目外３００ｍｍその他配水管布設工事他にかかる費用の支出について
21,003,400

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉六反１丁目外３００ｍｍその他配水管布設工事他にかかる費用の支出について
652,400

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
25,490

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（３月分）の支出について
2,352

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部土地区画整理事業地区内の街灯にかかる電気料金（３月分）の支出について
68,950

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（３月分）の支出について
1,492

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（３月分）の支出について
900

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（平成２６年２月分）
680

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（平成２６年２月分）
9,774

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年03月25日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 阿倍野Ａ１、Ｂ１地区第２種市街地再開発事業における保留床の不動産鑑定経費の支出について
3,911,250

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年03月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　手数料 インターネット公有財産売却システムにおけるシステム利用料の支出について
38,454

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年03月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 委託料　委託料
「大阪市高速電気軌道第2号線阿倍野停留場北中階と阿倍野地区第二種市街地再開発事業における特定施設建築物A2棟とを結ぶ地下連絡通路整備に関する基本協定
書」に基づく 89,082,819

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年03月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　光熱水費 あべのベルタ保留床電気料金の支出について（２月分）
32
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都市整備局 建設課 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 原材料費　工事材料費 消火器　ほか３点（市営西三国住宅１号館ほか３箇所）買入経費の支出について
1,085,689

都市整備局 建設課 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 神崎橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原東第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
4,042,800

都市整備局 建設課 平成26年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島住宅１４号館第２期建設工事監理委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,085,000

都市整備局 建設課 平成26年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 浅香第2住宅2・3号館解体撤去工事　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
763,350

都市整備局 建設課 平成26年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 東淡路住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
900,000

都市整備局 建設課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 矢田住道住宅1・2・3・4・5・6・7・8・9号館解体撤去工事　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,449,000

都市整備局 建設課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 日之出北住宅建設に伴うもと共同作業場解体撤去工事　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
858,900

都市整備局 建設課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 浪速第5住宅店舗・作業所解体撤去工事　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（住環境整備事業用）
717,150

都市整備局 建設課 平成26年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 東淡路住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
750,000

都市整備局 建設課 平成26年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 東淡路住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（仮移転・前金）
11,100,000

都市整備局 建設課 平成26年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 東淡路住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
4,950,000

都市整備局 建設課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用工事歩掛要覧外2点買入経費の支出について
14,952

都市整備局 建設課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原東第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
175,800

都市整備局 建設課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原北住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
150,000

都市整備局 建設課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原東第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）その２
3,770,000

都市整備局 建設課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原東第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）その１
13,000,000

都市整備局 建設課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用積算資料単価データベース買入経費の支出について
88,200

都市整備局 建設課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用建設物価データベース買入経費の支出について
90,300

都市整備局 建設課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西三国住宅１号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
150,634,050

都市整備局 建設課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第4住宅37号館建設工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
237,057,700

都市整備局 建設課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第４住宅３７号館畳工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
7,934,850

都市整備局 建設課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西三国住宅１号館建設工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
357,368,000

都市整備局 建設課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原西第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原西第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 木川第３住宅１号館建設工事　第２次設計変更　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
138,600

都市整備局 建設課 平成26年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 東淡路第２住宅５号館耐震改修その他工事の支出について（一部完成）
4,127,000

都市整備局 建設課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 御崎住宅４・５・１０号館耐震改修その他工事の支出について（第１回中間金）
2,130,000

都市整備局 建設課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 豊里第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
350,000

都市整備局 建設課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原西第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
11,700,000

都市整備局 建設課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 東淡路住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
150,000

都市整備局 建設課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原西第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（斡旋本移転・前金）
8,700,000

都市整備局 建設課 平成26年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 東住吉区矢田三丁目の境界確定協議書締結に伴う印鑑証明書発行手数料の支出について
1,050

都市整備局 建設課 平成26年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 長吉長原東第４住宅３７号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
105,000

都市整備局 建設課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅1号館（1区）建設工事　設計変更　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
77,700

都市整備局 建設課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事　設計変更　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
42,000

都市整備局 建設課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅1号館（2区）建設工事　設計変更　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
77,700

都市整備局 建設課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事　設計変更　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
102,900

都市整備局 建設課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 西宮原住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・前金)
130,000

都市整備局 建設課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 西宮原住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・前金)
7,800,000

都市整備局 建設課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
69,568

都市整備局 建設課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（２月分）
60,393

都市整備局 建設課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
13,285

都市整備局 建設課 平成26年03月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 市営住宅用地管理情報データ入力業務委託の支出について
2,363,550

都市整備局 建設課 平成26年03月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 南津守第１住宅１・２号館外２件耐震改修工事　設計変更　設計委託の支出について（完成金）
218,400

都市整備局 建設課 平成26年03月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 池島住宅１号館（１区）電気設備工事にかかる費用（平成２５年度中間前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,650,000

都市整備局 建設課 平成26年03月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分建設設計・設備グループ）
542

都市整備局 建設課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分建設設計・設備グループ）
105,692
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都市整備局 建設課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 神崎橋住宅1号館解体撤去設備工事設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
997,500

都市整備局 建設課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 瓜破東住宅3号館設備工事設計委託３にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
848,400

都市整備局 建設課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西三国住宅１号館建設工事監理委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,965,100

都市整備局 建設課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事監理委託費（第3回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,839,000

都市整備局 建設課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分建設設計・設備グループ）
667

都市整備局 建設課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分建設設計・設備グループ）
1,570

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(２月分)
1,240

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(２月分)
14,995

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 鶴町第6住宅1号館　外8件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託の支出について（完了）（完成金）
460,900

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 鶴町第6住宅1号館　外8件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託の支出について（完了）（完成金）
241,850

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 毛馬住宅1号館　外5件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託の支出について（完了）（完成金）
198,450

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 毛馬住宅1号館　外5件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託の支出について（完了）（完成金）
480,900

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(２月分)
13,335

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 浅香西住宅１号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について（公営住宅建設事業用）
73,080

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 東淀川区菅原三丁目の境界確定協議書締結に伴う印鑑証明書発行手数料の支出について
1,250

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 毛馬住宅1号館　外5件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託の支出について（完了）（完成金）
41,772,150

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について（２月分）（公営住宅建設事業用）
31,500

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 木川第4住宅1号館　外3件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託の支出について（完了）（完成金）
37,074,450

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原東第４住宅３７号館建設工事他１件　監理委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,919,400

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長柄東住宅1号館　外4件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託の支出について（完了）（完成金）
31,476,900

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 御幸住宅1～3号館耐震改修工事監理委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,103,700

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町第6住宅1号館　外8件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託の支出について（完了）（完成金）
32,831,950

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等借入経費の支出について（２月分）
5,145

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（２月分）（その２）（公営住宅建設事業用）
26,040

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（２月分）（その２）（公営住宅建設事業用）
14,700

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原西第2住宅1号館建設工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
209,508,550

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第４住宅３７号館昇降機設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
27,311,550

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第４住宅３７号館ガス設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
25,860,450

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西三国住宅１号館昇降機設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
27,295,800

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西三国住宅１号館電気設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
72,505,150

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西三国住宅１号館ガス設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
24,171,000

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原西第２住宅１号館畳工事－２（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
7,394,100

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第４住宅３７号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
97,971,950

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第４住宅３７号館電気設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
72,048,250

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 木川第３住宅１号館畳工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
9,380,700

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
226,900

都市整備局 建設課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 北陽住宅１～３号館耐震改修その他工事の支出について（一部完成）
16,516,000

都市整備局 建設課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用等住宅セーフティネット必携　平成25年度版外１点買入経費の支出について
7,700

都市整備局 建設課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用等住宅セーフティネット必携　平成25年度版外１点買入経費の支出について
26,700

都市整備局 建設課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用等住宅セーフティネット必携　平成25年度版外１点買入経費の支出について
112,700

都市整備局 建設課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（２月分）南住吉関連ガス料金の支出について
905

都市整備局 建設課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 ジアゾ複写機一式借入経費の支出について（２月分）（住宅部建設課）（公営住宅建設事業用）
3,486

都市整備局 建設課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用等住宅セーフティネット必携　平成25年度版外１点買入経費の支出について
34,400

都市整備局 建設課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用等住宅セーフティネット必携　平成25年度版外１点買入経費の支出について
17,200

都市整備局 建設課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用等住宅セーフティネット必携　平成25年度版外１点買入経費の支出について
17,200

都市整備局 建設課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用等住宅セーフティネット必携　平成25年度版外１点買入経費の支出について
17,200

都市整備局 建設課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 野中北住宅１号館耐震改修その他工事の支出について（一部完成）
3,350,600

都市整備局 建設課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原東第４住宅３７号館他１件設備工事監理委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,404,100
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都市整備局 建設課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西三国住宅1号館設備工事監理委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,341,100

都市整備局 建設課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 西三国住宅１号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
105,000

都市整備局 建設課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 加島北住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分工事グループ外１名）
135,458

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原西第２住宅１号館建設工事監理委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,940,800

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西喜連第5住宅第2期設備工事設計委託3にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
956,550

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 木川第３住宅１号館建設工事監理委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,111,600

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原東第４住宅15・16・17号館解体撤去工事　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
546,000

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原西第２住宅１号館設備工事監理委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,280,200

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 木川第３住宅１号館設備工事監理委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,231,900

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原西第２住宅３・４・６・７号館外１件解体撤去設備工事設計委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,470,000

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 加島北住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分工事グループ外１名）
4,255

都市整備局 建設課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分工事グループ外１名）
420

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（３月分）南住吉関連電気料金の支出について
4,019

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅１号館建設工事　設計委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,883,450

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅１号館設備工事設計委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,713,200

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東淡路住宅1・2・3・4・5・6・7号館解体撤去工事　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,123,500

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東淡路住宅1・2・3・4・5・6・7号館外1件解体撤去設備工事設計委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用等）
747,600

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 矢田中住宅2・3号館建設工事　設計変更　設計委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
120,750

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 伝法住宅1号館建設工事　設計委託３にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,153,150

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西喜連第５住宅第２期建設工事　設計委託３にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,839,200

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原西第2住宅3・4・6・7号館解体撤去工事　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
682,500

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 長吉長原西第２住宅１号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
105,000

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 木川第３住宅１号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業）
105,000

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 飛鳥住宅2号館解体撤去工事　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（住環境整備事業用）
367,500

都市整備局 建設課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 東淡路住宅1・2・3・4・5・6・7号館外1件解体撤去設備工事設計委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用等）
606,900

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 市営敷津東住宅用地の賃借料の支出について（１０月～３月分）
12,120,114

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用問答式　借地・借家の実務　追録132号買入経費の支出について
4,650

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 御幸住宅１～３号館耐震改修工事　設計変更　設計委託の支出について（完成金）
92,400

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉住宅2・3・4・5・6号館外3件昇降路増築工事　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
6,920,550

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島東住宅1･2･3･4号館外１件解体撤去設備工事設計委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,606,500

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原西第２住宅１号館ガス設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
22,290,765

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 加島住宅１４号館第２期建設工事費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
17,580,000

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原西第２住宅１号館昇降機設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
16,380,000

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浅香西住宅１号館電気設備工事にかかる費用（平成２５年度中間前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,760,000

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原西第２住宅１号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
86,875,750

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 木川第３住宅１号館電気設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
123,728,050

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 木川第３住宅１号館ガス設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
26,977,650

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 木川第３住宅１号館昇降機設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
16,260,000

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原西第２住宅１号館電気設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
62,116,550

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 日之出住宅７号館解体撤去工事にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
32,065,400

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 木川第３住宅１号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
89,687,800

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 東淡路住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 井高野第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
4,647,000

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 井高野第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 井高野第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
193,200
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都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 日之出第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
1,996,600

都市整備局 建設課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 南江口第２住宅１・２号館耐震改修その他工事の支出について（一部完成）
15,983,000

都市整備局 建設課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他９４件防犯灯電気料金（２月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
111,123

都市整備局 建設課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（３月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,574

都市整備局 建設課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 勝山住宅３・４号館解体撤去工事　設計変更　設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
82,950

都市整備局 建設課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 矢田中住宅2・3号館建設工事　設計変更　積算設計委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
95,550

都市整備局 建設課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 放出西住宅８号館昇降路増築その他工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
21,465,150

都市整備局 建設課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 放出西住宅８号館昇降路増築その他工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,174,750

都市整備局 管理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅2月分の電気代の支出について
16,110

都市整備局 管理課 平成26年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用鶴町第4住宅2号館10～1月分電気代の支出について
63,729

都市整備局 管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅2号館他1件2月分電気代の支出について
32,580

都市整備局 管理課 平成26年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件2月分電気代の支出について
21,094

都市整備局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第4住宅38号館2月分電気代の支出について
25,722

都市整備局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第1住宅電気代　２月分の支出について（請求書１通）
45,369

都市整備局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　２分の支出について（請求書１通）
9,690

都市整備局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃住宅12号館電気代　２月分の支出について（請求書1通）
355

都市整備局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第2住宅9号館電気代２月分の支出について（請求書５通）
1,767

都市整備局 管理課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮住宅電気代　２月分の支出について（請求書１通）
257

都市整備局 管理課 平成26年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃第２住宅電気代　２月分の支出について（請求書2通）
60,092

都市整備局 管理課 平成26年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代２月分の支出について（請求書1通）
2,665

都市整備局 管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等１５件）
1,411,200

都市整備局 管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等１５件）
1,140,000

都市整備局 管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２５年度３月送達証明・執行文付与申請（２回目）用印紙購入費の支出について
4,050

都市整備局 管理課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第4住宅37号館（集会所）2月分電気代の支出について
1,484

都市整備局 管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟2月分の電気代の支出について
34,997

都市整備局 管理課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅電気代　２月分の支出について（請求書１通）
6,020

都市整備局 管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 住宅明渡訴訟事業用弁護士報酬の支出について（平成２５年１２月分・平成２６年１月分）
1,186,500

都市整備局 管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅明渡訴訟事業用訴訟印紙代（手数料）の支出について（平成２５年１２月分・平成２６年１月分）
156,050

都市整備局 管理課 平成26年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟2月分の電気代の支出について
9,904

都市整備局 管理課 平成26年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館2月分電気代の支出について
59,422

都市整備局 管理課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田横堤北住宅１号館　電気代　２月分の支出について（請求書３通）
1,014

都市整備局 管理課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代２分の支出について（請求書１通）
18,058

都市整備局 管理課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅2月分電気代の支出について
80,624

都市整備局 管理課 平成26年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅2月分電気代の支出について
26,592

都市整備局 管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第4住宅38号館2月分電気代の支出について
20,813

都市整備局 管理課 平成26年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用勝山住宅1～6号館4～12月分電気代の支出について
115,198

都市整備局 管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西宮原住宅電気代　２月分の支出について（請求書１通）
6,382

都市整備局 管理課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　２月分の支出について（請求書1通）
5,755

都市整備局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代２月分の支出について（請求書1通）
29,760

都市整備局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第5住宅1号棟2月分の電気代の支出について
89,863

都市整備局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　瑞光住宅３号館電気代　２月分の支出について（請求書1通）
47,504

都市整備局 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第5住宅2号棟2月分の電気代の支出について
42,147

都市整備局 管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（３月分）
98,700

都市整備局 管理課 平成26年03月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用西喜連第5住宅1号棟2月分の電気代の支出について
68,803

都市整備局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅電気代　２月分の支出について（請求書１通）
25,820

都市整備局 管理課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　２月分の支出について（請求書５通）
21,128

都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　２月分
52,187

都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　３月分
507,686
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都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　３月分
157,341

都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅2・4・6号館電気代　２月分の支出について（請求書１通）
5,656

都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅電気代　２月分の支出について（請求書５通）
157,805

都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟2月分の電気代の支出について
486

都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅７～１１号館電気代　２月分の支出について（請求書１通）
9,950

都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　東淡路住宅電気代２月分の支出について（請求書１通）
22,676

都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用住吉住宅1号館3月分電気代の支出について
6,163

都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西三国住宅1号館　電気代　３月分の支出について（請求書２通）
48,161

都市整備局 管理課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用平野市町住宅3号館3月分の電気代の支出について
12,406

都市整備局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館3月分電気代の支出について
55,060

都市整備局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２５年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について　２月分
1,134

都市整備局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館3月分電気代の支出について
76,451

都市整備局 管理課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館3月分電気代の支出について
84,467

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について　２月分
58,332

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２６年３月即決和解申立貼用印紙の購入について
48,000

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅電気代　３月分の支出について（請求書１通）
5,613

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用瓜破西住宅2月分電気代の支出について
147

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮住宅15号館　電気代　３月分の支出について（請求書１通）
260

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　３分の支出について（請求書１通）
18,444

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田横堤北住宅１号館　電気代　３月分の支出について（請求書３通）
1,025

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第2住宅9号館電気代３月分の支出について（請求書５通）
1,788

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代３月分の支出について（請求書1通）
2,711

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃住宅12号館電気代　３月分の支出について（請求書1通）
358

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃第２住宅電気代　３月分の支出について（請求書2通）
58,213

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６～１２号館電気代　２月分の支出について（請求書１通）
16,759

都市整備局 管理課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　２月分の支出について（請求書２通）
27,574

都市整備局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第3住宅13号棟2月分の電気代の支出について
355

都市整備局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第３住宅電気代　２月分の支出について（請求書２通）
14,494

都市整備局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代２月分の支出について（請求書１通）
19,402

都市整備局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　３月分の支出について（請求書1通）
5,177

都市整備局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西宮原住宅電気代　３月分の支出について（請求書１通）
6,085

都市整備局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代　３月分の支出について（請求書１通）
16,676

都市整備局 管理課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速第6住宅1号館10～1月分電気代の支出について
621,918

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　2月分
90,742

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用住宅管理システムのコンピュータ専用回線使用料の支出について　２月分
388,290

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　９号館　電気代　２月分の支出について（請求書１通）
24,708

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　８号館　電気代　２月分の支出について（請求書５通）
19,379

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅９～１０号館　電気代２月分の支出について（請求書３通）
5,465

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　１０号館　電気代２月分の支出について（請求書１通）
34,870

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅　２１号館　電気代２月分の支出について（請求書２通）
61,347

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅　電気代　２月分の支出について（請求書２通）
19,142

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　新生江住宅　　電気代　２月分の支出について（請求書１通）
13,650

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　10号館　電気代２月分の支出について（請求書１通）
32,970

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　９号館　電気代２月分の支出について（請求書１通）
32,023

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　７号館　電気代　２月分の支出について（請求書１通）
7,604

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅１１号館　電気代　２月分の支出について（請求書１通）
46,319

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　８号館　電気代２月分の支出について（請求書１通）
26,254

都市整備局 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浪速第5住宅3号館2月分電気代の支出について
7,931
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都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　２月分
53,966

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用大阪市営住宅管理システム運用業務委託料の支出について（第10回目）
10,456,110

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅2号館他1件3月分電気代の支出について
29,697

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他3件2月分電気代の支出について
66,592

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅１～２号館　電気代２月分の支出について（請求書１通）
12,810

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅3月分の電気代の支出について
15,630

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅3月分電気代の支出について
78,663

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　３月分の支出について（請求書５通）
20,120

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅外灯他2月分の電気代の支出について
2,162

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館3月分電気代の支出について
54,691

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代２月分の支出について（請求書６通）
7,550

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件2月分電気代の支出について
61,709

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　瑞光住宅３号館電気代　３月分の支出について（請求書1通）
45,181

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代３月分の支出について（請求書1通）
29,173

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　飛鳥住宅　５号館　電気代　２月分の支出について（請求書２通）
18,040

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島中住宅１～２号館、加島住宅14号館　電気２月分の支出について（請求書４通）
17,371

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館電気代２月分の支出について（請求書１２通）
6,000

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅　４・６～１０号館　電気代１月分の支出について（請求書１７通）
33,919

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥西住宅１～２号館　電気代２月分の支出について（請求書２通）
56,761

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥住宅１～４号館　電気代２月分の支出について（請求書５通）
89,200

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件3月分電気代の支出について
19,703

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島第２住宅１・２号館　電気代２月分の支出について（請求書７通）
13,057

都市整備局 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅　　電気代２月分の支出について（請求書２通）
5,692

都市整備局 保全整備課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　豊崎住宅（１号館）外消火器格納箱設置工事費の支出について（完成金）
6,563,550

都市整備局 保全整備課 平成26年03月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用今津北住宅1・2号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
36,671,100

都市整備局 保全整備課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　古市北第２住宅（１号館）風呂設備改修工事費の支出について（完成金）
8,396,000

都市整備局 保全整備課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　古市南第３住宅（１号館）風呂設備改修工事費の支出について（完成金）
8,370,850

都市整備局 保全整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用北江口第2住宅1～3・6～8号館鉄部塗装工事費の支出について（完成金）
19,986,450

都市整備局 保全整備課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用南江口第2住宅3～8号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
7,697,500

都市整備局 保全整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　茨田諸口東住宅（１号館）外１住宅給水圧力改善工事費の支出について（完成金）
6,123,350

都市整備局 保全整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　梅香住宅（１・２号館）外１住宅給水圧力改善工事費の支出について（完成金）
9,961,000

都市整備局 保全整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　都島南住宅（１・２号館）外１住宅給水圧力改善工事費の支出について（完成金）
7,561,600

都市整備局 保全整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　長吉長原東第４住宅（１号館）外消火器格納箱設置工事費の支出について（完成金）
14,787,150

都市整備局 保全整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用浪速西第2住宅1号館外1住宅外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
5,938,650

都市整備局 保全整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用都島南住宅1・2号館屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
4,756,500

都市整備局 保全整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　三先住宅（10号館）外高圧受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
1,900,500

都市整備局 保全整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用西中島住宅1号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
5,040,350

都市整備局 保全整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南港住宅（１号館）外高圧受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
4,247,000

都市整備局 保全整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用柏里第2住宅5～7号館外1住宅外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
7,933,250

都市整備局 保全整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用井高野第3住宅6～11号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
30,326,950

都市整備局 保全整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　柏里第２住宅（７号館）風呂設備改修工事費の支出について（完成金）
22,040,550

都市整備局 保全整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用北喜連住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
10,795,700

都市整備局 保全整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　八幡屋住宅（１０・１１・１３・１４号館）給水圧力改善工事費の支出について（完成金）
12,239,850

都市整備局 保全整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　御幣島住宅（３・４号館）外１住宅給水圧力改善工事費の支出について（完成金）
11,161,500

都市整備局 保全整備課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
8,660

都市整備局 保全整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
28,717

都市整備局 保全整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 住宅補修事業用　消火器ほか１点（市営豊崎住宅１号館ほか２６９棟）　買入経費の支出について
4,767,959

都市整備局 保全整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　鶴見北住宅（４号館）風呂設備改修工事費の支出について（完成金）
12,201,700
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都市整備局 企画設計課 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用淀商業高等学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
2,961,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用東小橋小学校増築その他工事費の支出について（第１回中間金）
18,110,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事第２次設計変更設計委託費の支出について（完了金）
465,980

都市整備局 企画設計課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事第２次設計変更設計委託費の支出について（完了金）
354,180

都市整備局 企画設計課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用鶴見区役所耐震改修その他工事費の支出について（第２回中間金）
19,180,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事第２次設計変更設計委託費の支出について（完了金）
60,070

都市整備局 企画設計課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事第２次設計変更設計委託費の支出について（完了金）
31,170

都市整備局 企画設計課 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用三軒家東小学校第２期増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
15,980,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用鶴橋小学校仮設校舎解体撤去その他工事費－２の支出について（前払金）
2,410,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用下新庄小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
13,022,650

都市整備局 企画設計課 平成26年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用三軒家東小学校第２期増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
450,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用生江保育所新築工事設計変更設計委託費の支出について（完了金）
632,100

都市整備局 企画設計課 平成26年03月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 委託料　委託料 観光事業用豊臣期石垣公開施設整備工事設計（建築・設備）の検討業務委託費の支出について（完了金）
5,461,050

都市整備局 企画設計課 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用相生中学校増築その他工事設計委託費-4の支出について（完了金）
3,187,800

都市整備局 企画設計課 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用相生中学校仮設校舎設置工事設計変更積算設計委託費の支出について（完了金）
178,500

都市整備局 企画設計課 平成26年03月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修工事外１件設計変更設計委託費の支出について（完了金）
40,950

都市整備局 企画設計課 平成26年03月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修工事外１件設計変更設計委託費の支出について（完了金）
11,550

都市整備局 企画設計課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修工事外１件設計変更設計委託費の支出について（完了金）
144,900

都市整備局 企画設計課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用住吉商業高等学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,246,350

都市整備局 企画設計課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用茨田南小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
888,300

都市整備局 企画設計課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用三軒家東小学校第２期増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
1,990,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用常盤小学校増築その他工事費の支出について（第１回中間金）
59,330,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用三軒家東小学校第２期増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
1,250,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 建築計画調査事務用革手袋外１点の買入にかかる消耗品費の支出について
23,562

都市整備局 企画設計課 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用ほか神津小学校増築その他設備工事設計委託費の支出について（完了金）
2,448,600

都市整備局 企画設計課 平成26年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用ほか神津小学校増築その他設備工事設計委託費の支出について（完了金）
232,050

都市整備局 企画設計課 平成26年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 建築計画調査事務用腕章の買入にかかる消耗品費の支出について
14,175

都市整備局 企画設計課 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用（仮称）中島中学校区小中一貫校整備工事その１監理委託費の支出について（第２回中間金）
2,892,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用住吉商業高等学校増築その他設備工事設計変更設計委託費の支出について（完了金）
221,550

都市整備局 企画設計課 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用長池小学校増築その他工事費の支出について（第２回中間金）
15,590,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用北中島小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
15,593,800

都市整備局 企画設計課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１月分）の支出について
8,254

都市整備局 企画設計課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 建築計画調査事務用リュックサックの買入にかかる消耗品費の支出について
91,350

都市整備局 企画設計課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター長期借入費の支出について（平成２６年２月分）
26,527

都市整備局 企画設計課 平成26年03月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１月分）の支出について
1,160

都市整備局 企画設計課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター長期借入費の支出について（平成２６年２月分）
19,358

都市整備局 企画設計課 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用相生中学校仮設校舎設置設備工事監理委託費の支出について（完了金）
995,400

都市整備局 企画設計課 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用宮原中学校クラブ室設置その他工事費－２の支出について（第１回中間金）
16,540,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１月分）の支出について
257,459

都市整備局 企画設計課 平成26年03月17日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 社会福祉施設整備用もと鶴見橋温泉解体撤去工事設計変更設計委託費の支出について（完了金）
168,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか田中住宅１号館・田中保育所耐震改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
91,350

都市整備局 企画設計課 平成26年03月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか田中住宅１号館・田中保育所耐震改修工事費の支出について（完成金）
2,121,600

都市整備局 企画設計課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか田中住宅１号館・田中保育所耐震改修工事費の支出について（完成金）
5,886,350

都市整備局 企画設計課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか田中住宅１号館・田中保育所耐震改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
252,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用住吉商業高等学校増築その他工事費の支出について（第３回中間金）
25,160,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用長橋小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
21,969,700

都市整備局 企画設計課 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用大和川中学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
34,073,450

都市整備局 企画設計課 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用東三国小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
13,179,500
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都市整備局 企画設計課 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用巽小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
10,411,150

都市整備局 企画設計課 平成26年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用住吉第一中学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
24,483,450

都市整備局 企画設計課 平成26年03月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　新規工事費 社会福祉施設整備用もと鶴見橋温泉解体撤去工事費の支出について（完成金）
8,648,550

都市整備局 企画設計課 平成26年03月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用仮設佃保育所設置工事設計変更設計委託費の支出について（完了金）
193,200

都市整備局 企画設計課 平成26年03月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用生江保育所新築電気設備工事費の支出について（完成金）
10,427,950

都市整備局 企画設計課 平成26年03月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用生江保育所新築ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,035,050

都市整備局 企画設計課 平成26年03月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修工事費の支出について（完成金）
2,204,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修工事費の支出について（完成金）
6,060,600

都市整備局 企画設計課 平成26年03月19日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用福島消防署建設工事実施設計（建築・設備）設計委託－４費の支出について（完了金）
294,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用ＰＤＦ編集ソフトの買入にかかる支出について
1,146,652

都市整備局 企画設計課 平成26年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用西三国小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
27,605,550

都市整備局 企画設計課 平成26年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
94,500

都市整備局 企画設計課 平成26年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
262,500

都市整備局 企画設計課 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用墨江小学校増築その他工事費の支出について（前払金）
161,770,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用複写機経費（２月分）の支出について
105,480

都市整備局 企画設計課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 建築計画調査事務用双眼鏡の買入にかかる消耗品費の支出について
56,700

都市整備局 企画設計課 平成26年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用生江保育所新築工事監理委託費の支出について（完了金）
2,936,800

都市整備局 企画設計課 平成26年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修工事外２件監理委託費の支出について（完了金）
145,750

都市整備局 企画設計課 平成26年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修工事外２件監理委託費の支出について（完了金）
146,850

都市整備局 企画設計課 平成26年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用生江保育所新築機械設備工事費の支出について（完成金）
25,178,250

都市整備局 企画設計課 平成26年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用生江保育所新築工事費の支出について（完成金）
66,248,150

都市整備局 企画設計課 平成26年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修工事外２件監理委託費の支出について（完了金）
811,400

都市整備局 企画設計課 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか築港住宅８号館・築港保育園耐震改修工事外２件監理委託費の支出について（完了金）
388,700

都市整備局 企画設計課 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用新東淀中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
28,682,350

都市整備局 企画設計課 平成26年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用生江保育所新築設備工事監理委託費の支出について（完了金）
2,320,500

都市整備局 企画設計課 平成26年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用生江保育所新築昇降機設備工事費の支出について（完成金）
6,180,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 橋梁事業用三津屋高架橋下施設（三津屋南）解体撤去工事費の支出について（完成金）
14,572,950

都市整備局 企画設計課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用神津小学校増築その他工事設計委託費の支出について（完了金）
8,215,350

都市整備局 企画設計課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用北部特別支援学校増築その他工事設計委託費の支出について（完了金）
9,895,200

都市整備局 企画設計課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用大桐中学校給食配膳室設置工事設計変更設計委託費の支出について（完了金）
294,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用北部特別支援学校体育館天井改修工事設計委託費の支出について（完了金）
183,750

都市整備局 企画設計課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用神津小学校体育館天井改修工事設計委託費の支出について（完了金）
115,500

都市整備局 企画設計課 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用北部特別支援学校増築その他設備工事設計委託費の支出について（完了金）
5,024,250

都市整備局 企画設計課 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用相生中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
1,270,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用北部特別支援学校体育館天井改修設備工事設計委託費の支出について（完了金）
203,700

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 教育施設整備用ほかトナーカートリッジ（マイクロリーダープリンター用）の買入にかかる支出について
86,940

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用今市中学校増築その他工事設計委託費の支出について（完了金）
5,968,650

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 教育施設整備用ほか南部地域小学校空調機設置その他設備工事設計委託費の支出について（完了金）
247,800

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用城東中学校増築その他設備工事設計変更設計委託費の支出について（完了金）
344,400

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用井高野中学校増築その他工事設計委託費の支出について（完了金）
2,660,700

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用三軒家東小学校第２期増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
16,940,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用「基本建築関係法令集（法令編）（平成２６年版）」外５点の買入にかかる支出について
105,168

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用ほかトナーカートリッジ（マイクロリーダープリンター用）の買入にかかる支出について
28,980

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用今市中学校体育館等天井改修工事設計委託費の支出について（完了金）
183,750

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用ほか南部地域小学校空調機設置その他設備工事設計委託費の支出について（完了金）
13,833,750

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用北部地域小学校空調機設置その他設備工事設計委託費の支出について（完了金）
13,764,450

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用ほか南部地域小学校空調機設置その他設備工事設計委託費の支出について（完了金）
1,441,650

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用北部地域小学校空調機設置その他設備工事設計委託費の支出について（完了金）
1,262,100
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都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用昭和中学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
10,604,800

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用三軒家東小学校第２期増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
7,220,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用聖和小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
17,160,350

都市整備局 企画設計課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用大桐小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
19,142,750

都市整備局 企画設計課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用めぐみ保育園仮設保育室解体撤去工事費の支出について（完成金）
1,564,500

都市整備局 企画設計課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　新規工事費 産業振興事業用曽根崎小売市場民営化事業施設解体撤去工事費の支出について（完成金）
37,477,500

都市整備局 企画設計課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用豊仁小学校第2期増築その他工事設計変更積算設計委託費の支出について（完了金）
306,600

都市整備局 企画設計課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用城東中学校増築その他工事設計変更積算設計委託費の支出について（完了金）
297,150

都市整備局 企画設計課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用城東中学校増築その他工事設計変更設計委託費の支出について（完了金）
432,600

都市整備局 企画設計課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用矢田小学校・矢田南中学校耐震改修設計の構造調整・基本計画業務委託費の支出について（完了金）
959,910

都市整備局 企画設計課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用平尾小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
12,858,300

都市整備局 企画設計課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用関目東小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
11,403,600

都市整備局 企画設計課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事実施設計（建築・設備）設計変更設計委託費の支出について（完了金）
580,650

都市整備局 企画設計課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事実施設計（建築・設備）設計変更設計委託費の支出について（完了金）
84,000

都市整備局 企画設計課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用大正消防署建設工事実施設計（建築・設備）第４次設計変更設計委託－２費の支出について（完了金）
563,850

都市整備局 企画設計課 平成26年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用大正消防署建設工事費の支出について（完成金）
121,086,750

都市整備局 施設整備課 平成26年03月03日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　改修工事費 浪速購買施設消火ポンプ改修工事費の支出について（完成金）
360,150

都市整備局 施設整備課 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美中学校照明改修電気設備工事費の支出について（完成金）
3,169,950

都市整備局 施設整備課 平成26年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 春日出中学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
7,469,700

都市整備局 施設整備課 平成26年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 平野中学校プール塗装工事費の支出について（第1回工事前払金）
2,100,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課執務室電話使用料の支出について（ファックス2月分）
4,538

都市整備局 施設整備課 平成26年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 西成区役所昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
12,075,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 営繕事務用インクジェットプリンター対応Ａ２ロール紙他５点の買入費用の支出について
46,410

都市整備局 施設整備課 平成26年03月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 開平小学校各所改修機械設備工事費の支出について（完成金）
1,728,300

都市整備局 施設整備課 平成26年03月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 開平小学校各所改修工事費の支出について（完成払）
5,250,900

都市整備局 施設整備課 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野南小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
540,750

都市整備局 施設整備課 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 歌島中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成払）
5,659,600

都市整備局 施設整備課 平成26年03月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 高殿小学校照明改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,286,750

都市整備局 施設整備課 平成26年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 西区役所汚水ポンプ改修工事費の支出について（完成金）
1,163,400

都市整備局 施設整備課 平成26年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 田川小学校体育館床塗装工事費の支出について（完成払）
2,365,650

都市整備局 施設整備課 平成26年03月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 菅原保育園屋上防水改修その他工事費の支出について（完成払）
3,040,800

都市整備局 施設整備課 平成26年03月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 開平小学校各所改修電気設備工事費の支出について（完成金）
4,416,300

都市整備局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（１月分）の支出について
2,699

都市整備局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 物品棚（1）　ほか３点　買入費用の支出について
382,294

都市整備局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 備品購入費　庁用器具費 物品棚（1）　ほか３点　買入費用の支出について
2,644,226

都市整備局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕事務用「建設工事標準歩掛（改訂５０版）」外３２点の買入費用の支出について
307,225

都市整備局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕事務用「建設工事標準歩掛（改訂５０版）」外３２点の買入費用の支出について
485,505

都市整備局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 平野区役所加美出張所構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
1,274,700

都市整備局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（１月分）の支出について
55,197

都市整備局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長居小学校照明改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,324,700

都市整備局 施設整備課 平成26年03月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新高小学校プールサイド改修工事費の支出について（完成金）
1,422,500

都市整備局 施設整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 修道館耐震改修その他工事費の支出について(完成払)
8,348,550

都市整備局 施設整備課 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 弁天小学校幹線改修電気設備工事の支出について（完成金）
1,455,300

都市整備局 施設整備課 平成26年03月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）の支出について（2月分）
6,090

都市整備局 施設整備課 平成26年03月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）の支出について（2月分）
48,615

都市整備局 施設整備課 平成26年03月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市更生療育センター昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
15,540,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと小売市場施設（城東区）城東区役所倉庫特殊建築物等定期点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
2,205

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所特殊建築物等定期点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
111,615
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都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 福島小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成払い）
40,845

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成払い）
70,140

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 環境学習センター（生き生き地球館）特殊建築物等定期点検業務（東エリア）委託費の支出について
70,035

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 工事請負費　改修工事費 大阪市立啓発センター階段照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
128,100

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 生江商業施設特殊建築物等定期点検業務（東エリア）委託費の支出について
77,070

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 六万体町小売市場民営活性化事業施設特殊建築物等定期点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
104,580

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 もと小売市場施設（城東区）特殊建築物等定期点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
4,935

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 今里小売市場民営活性化事業施設特殊建築物等定期点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
82,215

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 住吉商業施設外特殊建築物等定期点検業務（南エリア）（住吉商業施設分）委託費の支出について
7,035

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 城東スポーツセンター外特殊建築物等定期点検業務（東エリア）委託費の支出について
105,210

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 天王寺動植物園映像館外特殊建築物等点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
461,475

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用阿倍野再開発事務所警備業務委託の支出について（2月分）
12,390

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 都市整備局施設整備課（あべのベルタ３階）空調設備他保守点検業務（南エリア）【設計・監理】委託費の支出について
25,305

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成払い）
747,075

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 福島小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成払い）
1,024,695

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 晴明丘南小学校外衛生設備保守点検業務（南エリア）【設計・監理】委託費の支出について
9,975

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大東小学校外衛生設備保守点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
27,930

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高津中学校外衛生設備保守点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
5,985

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 墨江丘中学校外衛生設備保守点検業務（南エリア）【設計・監理】委託費の支出について
7,980

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 福島小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成払い）
380,310

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成払い）
308,700

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成払い）
335,265

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 城北市民学習センター特殊建築物等定期点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
26,775

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 もと小売市場施設（城東区）仮設城東図書館特殊建築物等定期点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
4,935

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 男女共同参画センター中央館外特殊建築物等定期点検業務（東エリア）委託費の支出について
144,900

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 茨田第２保育所保育室天井改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
580,755

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 大成保育所外特殊建築物等定期点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
350,175

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 開平小学校各所改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
191,100

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 共同利用施設柴島センター空調設備改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
74,550

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 大阪国際交流センター外特殊建築物等定期点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
184,590

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　改修工事費 大阪産業創造館地下機械式駐車設備整備工事費の支出について（完成金）
21,210,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 真田山プール特殊建築物等定期点検業務（東エリア）【設計・監理】委託費の支出について
92,295

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 東成スポーツセンター屋内プール中央監視設備改修工事費の支出について（完成金）
4,620,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 十三工営所屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
7,665,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 西生野小学校教室改造その他工事【工事調整】委託費の支出について（追給分）
34,440

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（駒除け柵改修）（北エリア）委託費の支出について（工事調整）（追給分）
50,820

都市整備局 施設整備課 平成26年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 高松小学校外特殊建築物等定期点検業務（南エリア）【設計・監理】委託費の支出について
1,126,125

都市整備局 施設整備課 平成26年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 工事請負費　改修工事費 自然史博物館外壁改修その他工事費の支出について（完成払）
6,372,800

都市整備局 施設整備課 平成26年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東我孫子中学校屋上防水改修工事費の支出について（完成払）
11,386,200

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 南方商業施設（４号館）外特殊建築物等定期点検業務（北エリア）（南方商業振興施設５号館分）委託費の支出について
63,840

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 南方商業施設（４号館）外特殊建築物等定期点検業務（北エリア）（南方商業施設４号館分）委託費の支出について
63,840

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 福島スポーツセンター外特殊建築物等定期点検業務（北エリア）委託費の支出について
202,650

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課執務室水道使用料の支出について（平成26年2月分）
1,574

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
23,711

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成２６年２月分）
5,919

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 福島小学校外衛生設備保守点検業務（北エリア）【設計・監理】委託費の支出について
10,080

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 下福島中学校外衛生設備保守点検業務（北エリア）【設計・監理】委託費の支出について
6,720

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 男女共同参画センター北部館特殊建築物等定期点検業務（北エリア）委託費の支出について
35,175
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都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 西区民センター各所改修工事費の支出について（完成払）
13,746,600

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 公文書館屋上防水改修工事費の支出について（完成払）
8,652,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 南方保育所外特殊建築物等定期点検業務（北エリア）【設計・監理】委託費の支出について
637,560

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 共同利用施設三国センター耐震改修工事費の支出について(完成払)
2,448,600

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 共同利用施設柴島センター空調設備改修工事費の支出について（完成金）
4,013,100

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 淡路土地区画整理事務所特殊建築物等定期点検業務（北エリア）委託費の支出について
10,605

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 難波元町小学校照明改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,104,600

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 田島中学校屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
5,237,400

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 巽南小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
7,017,150

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 田辺中学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
828,450

都市整備局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 平野南小学校プール塗装工事費の支出について（完成金）
1,790,950

都市整備局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課執務室電気使用料の支出について（平成26年2月分）
86,539

都市整備局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 備品購入費　庁用器具費 シュレッダー（施設整備課）の買入費用の支出について
176,400

都市整備局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 工事請負費　改修工事費 弘済院附属病院・旧第1特別養護老人ホーム連絡通路転落防止ネット設置工事費の支出について(完成払)
1,816,500

都市整備局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 塚本保育所各所改修工事費の支出について(完成払)
2,888,550

都市整備局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 南港中央野球場空調設備改修工事費の支出について（完成金）
1,460,250

都市整備局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 天王寺小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
2,889,600

都市整備局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 佃中学校防球ネット設置工事費の支出について(完成払)
3,671,850

都市整備局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 佃西小学校体育館屋根塗装工事費の支出について(完成払)
4,110,750

都市整備局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 岸里小学校消火管改修工事費の支出について（完成金）
2,952,600

都市整備局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 安立小学校外壁改修工事費の支出について（完成払）
5,283,600

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 東淀川区役所出張所構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
2,620,800

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 浪速区民センター各所改修工事費の支出について（完成払）
3,620,400

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市公文書館自動制御設備整備工事費の支出について（完成金）
1,885,800

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 墨江幼稚園プール塗装工事費の支出について（完成払）
1,407,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 中川保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
3,116,100

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 茨田第2保育所天井改修その他工事費の支出について（第１回工事前払金）
1,180,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 平野西保育所各所改修工事費の支出について（完成払）
4,089,750

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 中川保育所各所改修機械設備工事費の支出について（完成金）
2,595,600

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 共同利用施設柴島センター空調設備改修電気設備工事費の支出について（完成金）
899,850

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 玉造駅自転車駐車場改修工事費の支出について（完成金）
2,600,750

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 咲くやこの花館屋根防水改修工事費の支出について（完成金）
20,214,600

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園は虫類生態館ろ過設備計器改修工事費の支出について（完成金）
512,662

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大隅西小学校外柵改修工事費の支出について(完成払)
1,753,500

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見南小学校プール改修工事費の支出について（完成金）
3,012,450

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東中川小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
8,509,200

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾工業高等学校耐震改修その他工事費の支出について（完成払）
40,659,900

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東粉浜小学校プールサイド改修工事費の支出について（完成払）
3,256,050

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 今市中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
7,611,850

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鯰江中学校運動場整備工事費の支出について（完成金）
3,425,100

都市整備局 施設整備課 平成26年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美東小学校便所改修工事費の支出について（完成払）
2,710,800

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 淀川区民センター便所改修工事費の支出について(完成払)
1,354,500

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 北さくら園屋上防水改修工事費の支出について（完成払）
4,802,600

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 加美第３保育所各所改修工事費の支出について（完成払）
5,529,050

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 靭テニスセンター中央監視設備改修工事費の支出について（完成金）
6,510,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 北スポーツセンター防水改修工事費の支出について(完成払)
2,169,300

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東部市場前駅自転車駐車場改修工事費の支出について（完成金）
3,654,250

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 中大江小学校教室改造工事費の支出について（完成払）
4,255,650
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都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 難波元町小学校階段手摺設置工事費の支出について（完成払）
403,200

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 本庄中学校屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
2,641,800

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉中学校美術室床改修工事費の支出について（完成払）
1,946,700

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 上町中学校フェンス改修工事費の支出について(完成払)
6,174,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 関目小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
3,234,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 高津中学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
3,416,700

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中浜小学校便所照明改修電気設備工事費の支出について（完成金）
279,300

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 淡路中学校会議室改修工事費の支出について(完成払)
2,776,200

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東小路小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
7,340,100

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 春日出中学校プールデッキ改修工事費の支出について（完成払）
2,662,800

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破西中学校運動場整備工事費の支出について（完成払）
8,499,250

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新森小路小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
5,168,100

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東住吉中学校通用門改修工事費の支出について（完成払）
4,042,500

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 三津屋小学校屋上防水改修工事費の支出について(完成払)
5,681,550

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 すみれ小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
2,886,100

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 旭陽中学校運動場整備工事費の支出について（完成金）
2,949,450

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連東小学校外柵改修工事費の支出について（完成払）
2,434,950

都市整備局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加賀屋中学校技術室外壁改修工事費の支出について（完成払）
2,646,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課執務室電話使用料の支出について（3月分）
53,333

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 阿波座センタービル電気室他改修工事費の支出について（完成払）
187,005

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 阿波座センタービル電気室他改修工事費の支出について（完成払）
5,886,615

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 阿波座センタービル電気室他改修工事費の支出について（完成払）
326,025

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 工事請負費　改修工事費 阿波座センタービル電気室他改修工事費の支出について（完成払）
519,330

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 阿波座センタービル電気室他改修工事費の支出について（完成払）
2,097,060

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 中央スポーツセンター防水改修工事費の支出について(完成払)
1,688,400

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 靱テニスセンター熱源制御設備整備工事費の支出について（完成金）
2,940,000

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 阿波座センタービル電気室他改修工事費の支出について（完成払）
2,032,065

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 春日出中学校屋上防水改修工事費の支出について（完成払）
4,607,400

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾工業高等学校耐震改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
6,643,800

都市整備局 施設整備課 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大隅東小学校屋上防水改修工事費の支出について(完成払)
6,327,300

都市整備局 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１月分）
6,804

都市整備局 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１月分）
13,608

都市整備局 総務課 平成26年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１月分）
20,412

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ＣＤ－Ｒ外４点の買入にかかる経費の支出について
50,400

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　色上質紙（青色）外３点の買入にかかる消耗品費の支出について
2,310

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ＣＤ－Ｒ外４点の買入にかかる経費の支出について
36,855

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる消耗品費の支出について
29,058

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　角型底貼封筒の買入にかかる消耗品費の支出について
5,250

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる消耗品費の支出について
21,735

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　色上質紙（青色）外３点の買入にかかる消耗品費の支出について
37,800

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　角型底貼封筒の買入にかかる消耗品費の支出について
26,250

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 備品購入費　庁用器具費 一般事務事業用　ワイヤレスアンプ外１点の買入にかかる経費の支出について
89,040

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる消耗品費の支出について
3,255

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる消耗品費の支出について
20,055

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる消耗品費の支出について
8,689

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる消耗品費の支出について
2,273

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる消耗品費の支出について
1,733

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる消耗品費の支出について
903
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都市整備局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ＣＤ－Ｒ外４点の買入にかかる経費の支出について
1,260

都市整備局 総務課 平成26年03月05日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる消耗品費の支出について
7,219

都市整備局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外６２点の買入にかかる消耗品費の支出について
307,020

都市整備局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外６２点の買入にかかる消耗品費の支出について
427,848

都市整備局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外６２点の買入にかかる消耗品費の支出について
97,230

都市整備局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外６２点の買入にかかる消耗品費の支出について
82,430

都市整備局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外６２点の買入にかかる消耗品費の支出について
72,301

都市整備局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外６２点の買入にかかる消耗品費の支出について
28,850

都市整備局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外６２点の買入にかかる消耗品費の支出について
7,581

都市整備局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外６２点の買入にかかる消耗品費の支出について
12,270

都市整備局 総務課 平成26年03月10日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外６２点の買入にかかる消耗品費の支出について
7,382

都市整備局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　吊り下げ名札外３点の買入にかかる消耗品費の支出について
40,210

都市整備局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
25,347

都市整備局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

都市整備局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,682

都市整備局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
640

都市整備局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
945

都市整備局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,992

都市整備局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
30,951

都市整備局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

都市整備局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 自由ぼうき（自在ぼうき）外１点の買入にかかる経費の支出について
36,001

都市整備局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用現行日本法規追録第１０２９２号～第１０３２９号の買入費用の支出について
35,302

都市整備局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２５年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出について（3月分）
284,776

都市整備局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２５年度大阪駅前第１ビル倉庫修繕積立金の支出について（3月分）
151,076

都市整備局 総務課 平成26年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 備品購入費　庁用器具費 総務事務用プロジェクターの買入に係る経費の支出について
255,150

都市整備局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池(単３形)外３点の買入(その２)にかかる消耗品費の支出について
13,930

都市整備局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池(単３形)外３点の買入(その２)にかかる消耗品費の支出について
18,302

都市整備局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池(単３形)外３点の買入(その２)にかかる消耗品費の支出について
107

都市整備局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池(単３形)外３点の買入(その２)にかかる消耗品費の支出について
3,998

都市整備局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池(単３形)外３点の買入(その２)にかかる消耗品費の支出について
630

都市整備局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（２月発注分）
77,591

都市整備局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池(単３形)外３点の買入(その２)にかかる消耗品費の支出について
300

都市整備局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池(単３形)外３点の買入(その２)にかかる消耗品費の支出について
71

都市整備局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（２月発注分）
209,090

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（２月分）
126,361

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるプリンタの長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
12,349

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ長期借入（審査担当他）にかかる経費の支出について（２月分）
5,670

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
15,403

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
97,943

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（２月分）
6,532

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
137,225

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入の経費の支出について（２月分）
29,474

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 備品購入費　庁用器具費 一般事務事業用　紙折り機の買入にかかる経費の支出について
138,600

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（２月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ長期借入（審査担当他）にかかる経費の支出について（２月分）
5,670

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（２月分）
312,185

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
20,538

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（２月分）
9,800
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都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（２月分）
27,874

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
51,462

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入視覚障害対応庁内情報利用パソコンの長期借入の経費の支出について（２月分）
7,539

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるプリンタの長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,018

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
45,741

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（２月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,135

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるプリンタの長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,018

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（２月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（２月分）
1,858

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入の経費の支出について（２月分）
9,824

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
16,050

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
4,980

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,134

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,617

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（２月分）
1,858

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
6,640

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
4,980

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
12,037

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（２月分）
3,716

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（２月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（２月分）
46,456

都市整備局 総務課 平成26年03月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 公課費　公課費 平成25年度市街地再開発事業会計に係る消費税等の中間申告の納付について
8,973,300

都市整備局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（２月分）
69,478

都市整備局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２５年度都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（平成26年2月分）
98,743

都市整備局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 備品購入費　図書購入費 「ゼンリン住宅地図（大阪市都島区）」外２３点の買入にかかる経費の支出について
201,390

都市整備局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用建設業関係法規集追録第1150号～1153号の買入費用の支出について
10,363

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
21,170

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 テープカッター外９点の買入にかかる消耗品費の支出について
5,617

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 テープカッター外９点の買入にかかる消耗品費の支出について
16,696

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支出について
5,900

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（２月分）
6,804

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２６年２月分）
1,445,173

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 テープカッター外９点の買入にかかる消耗品費の支出について
15,136

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（２月分）
13,608

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支出について
293,660

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 テープカッター外９点の買入にかかる消耗品費の支出について
9,581

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支出について
68,280

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（２月分）
20,412

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
17,926

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 テープカッター外９点の買入にかかる消耗品費の支出について
4,275

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支出について
3,940

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 テープカッター外９点の買入にかかる消耗品費の支出について
1,748

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支出について
2,400

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支出について
200

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支出について
112,940

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 テープカッター外９点の買入にかかる消耗品費の支出について
19,817

都市整備局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支出について
960
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都市整備局 総務課 平成26年03月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支出について
2,410

政策企画室 秘書担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
10,324

政策企画室 秘書担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（１月分）
97,524

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（２月分）
4,998

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
1,230

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（２月分）
6,151

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（２月分）
2,080

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
2,074

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
12,303

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
31,103

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（２月分）
6,239

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（２月分）
18,717

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（２月分）
25,837

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（２月分）
18,326

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（１台）借入（再リース）契約の締結について（２月分）
215

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（２月分）
23,874

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（２月分）
5,618

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（２月分）
8,330

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
2,074

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 自動車運行管理用　自動車リース代（プリウス２台）の支出について（２月分）
92,190

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 自動車運行管理用　自動車リース代（アルファード）の支出について（２月分）
58,800

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 自動車運行管理用　自動車リース代（プリウス１台）の支出について（２月分）
49,980

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
62,206

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
15,994

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
43,544

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
3,691

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
4,147

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（２月分）
18,717

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（２月分）
11,662

政策企画室 秘書担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（２月分）
15,995

政策企画室 秘書担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）借入経費の支出について（２月分）
5,040

政策企画室 秘書担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）借入経費の支出について（２月分）
1,050

政策企画室 秘書担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（２月分）
39,997

政策企画室 秘書担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
3,980

政策企画室 秘書担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
5,500

政策企画室 秘書担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
1,750

政策企画室 秘書担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
480

政策企画室 秘書担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
240

政策企画室 秘書担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　自動車運行管理業務委託料の支出について（２月分）
1,113,000

政策企画室 秘書担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報ネットワーク通信サービス利用にかかる経費の支出について（２月分）
6,804

政策企画室 秘書担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市公館庭園等清掃、除草、潅水等業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
226,800

政策企画室 秘書担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
6,700

政策企画室 秘書担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（１月分）
34,867

政策企画室 秘書担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　外線電話転送サービスに係る携帯電話使用料の支出について（２月分）
2,324

政策企画室 秘書担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（１月分）
32,100

政策企画室 政策企画担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成２６年１月分）
36,788

政策企画室 政策企画担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
21,129

政策企画室 政策企画担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 政策調査関係事務用　大阪市立ミュージアム御招待証の印刷及び同経費の支出について
142,800
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政策企画室 政策企画担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年２月入金分）
3,888

政策企画室 政策企画担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年２月入金分）
1,567

政策企画室 政策企画担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと納税インターネットクレジット納付システム運営利用料の支出について（平成２６年２月分）
1,050

政策企画室 政策企画担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成２６年２月分）
72,671

政策企画室 政策調査担当 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 第7回大阪府市規制改革会議の事前調整にかかる出張経費の支出について
28,420

政策企画室 政策調査担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（近現代史施設構想関係）の報酬等の支出について（平成26年2月分）
52,380

政策企画室 政策調査担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別参与（近現代史施設構想関係）の報酬等の支出について（平成26年2月分）
16,460

政策企画室 政策調査担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 近現代史を学ぶ施設に向けた特別参与との打合せに係る出張について
56,420

政策企画室 政策調査担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 近現代史を学ぶ施設に向けた特別参与との打合せに係る出張について
56,420

政策企画室 広報担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 平成26年1月分政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
6,919

政策企画室 広報担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（2月分）
12,600

政策企画室 広報担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 市政広報物デジタルブック化作成システムの導入および運用委託業務実施に係る経費の支出について（2月分）
24,537

政策企画室 広報担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（2月分）
17,220

政策企画室 広報担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成25年5月～平成26年4月号）概算印刷実施に係る経費の支出について（3月号）
297,812

政策企画室 広報担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au２月分）の支出について
2,196

政策企画室 広報担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務（平成25年5月～平成26年4月号）の実施に係る経費の支出について（3月号）
451,500

政策企画室 広報担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク2月分）の支出について
7,007

政策企画室 広報担当 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ翻訳業務にかかる経費の支出について（2月分）
15,503

政策企画室 広報担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成26年2月分コピー代金の支出について
37,895

政策企画室 広報担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（ＮＴＴ）及びインターネットプロバイダー利用料の支出について（2月分）
7,791

政策企画室 報道担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　消耗品費 報道担当事務用　報道事務処理パソコンのウイルス対策ソフトの購入にかかる経費の支出について
6,295

政策企画室 報道担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（１月分）にかかる経費の支出について
25,352

政策企画室 報道担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 報道事務用　新聞記事のクリッピング業務委託の実施にかかる経費の支出について（平成25年10月～平成26年3月実施分）
207,900

政策企画室 報道担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務委託にかかる経費の支出について
63,000

政策企画室 報道担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
24,507

政策企画室 報道担当 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年2月分）
8,123

政策企画室 報道担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（2月分）
1,794

政策企画室 報道担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（1月分So-net及び2月分NTT回線利用料）
6,153

政策企画室 広聴担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
1,288

政策企画室 広聴担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託に係る経費の支出について（１月分）
359,100

政策企画室 広聴担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託に係る経費の支出について（１２月分）
357,989

政策企画室 広聴担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　消耗品費 一般事務費　コピー代金の支出について（２月分）
13,824

政策企画室 広聴担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 「市民の声データベース」用機器一式の賃借経費の支出について（2月分）
131,145

政策企画室 広聴担当 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務費　コピー代金の支出について（２月分）
16,896

政策企画室 広聴担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（２月利用分）
135,034

政策企画室 広聴担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（２月分）
19,950

政策企画室 広聴担当 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター構築及び運営業務に係る経費の支出について（２月分）
12,098,100

政策企画室 東京事務所 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　手数料 東京事務所公舎用契約更新申込および更新手数料の支出について
114,000

政策企画室 東京事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
29,430

政策企画室 東京事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（２月分）の支出について
3,740

政策企画室 東京事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用イベント用品（はっぴ他３点）購入経費の支出について
44,000

政策企画室 東京事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　手数料 東京事務所公舎新規賃貸借にかかる仲介手数料の支出について
128,100

政策企画室 東京事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東京事務所公舎新規賃借にかかる経費の支出について
126,193

政策企画室 東京事務所 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 貸付金　保証金 東京事務所公舎新規賃借にかかる経費の支出について
244,000

政策企画室 東京事務所 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度ファクシミリ賃貸借契約にかかる経費（２月分）の支出について
8,190

政策企画室 東京事務所 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２５年度庁内情報利用パソコン長期借入経費（２月分）の支出について
2,798

政策企画室 東京事務所 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費（２月分）の支出について
13,209

政策企画室 東京事務所 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度パソコン機器等賃貸借契約にかかる経費（２月）の支出について（８台分）
13,076
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政策企画室 東京事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
29,520

政策企画室 東京事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機による複写（白黒）の単価契約にかかる支出（２月分）について
36,558

政策企画室 東京事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成25年度第４回目）の支出について
2,567

政策企画室 東京事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成25年度第４回目）の支出について
27,014

政策企画室 東京事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用資金前渡金（第４四半期４月以降分）の支出について
40,000

政策企画室 東京事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　手数料 東京事務所公舎用契約更新申込および更新手数料の支出について
114,000

政策企画室 東京事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　船車賃借料 東京事務所事務用四輪自動車レンタル経費（２月分）の支出について
7,035

政策企画室 東京事務所 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成25年度第４回目）の支出について
2,031,390

健康局 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１２・１月分）の支出について
25,430

健康局 総務課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 視覚障害者用音訳ソフトの買入経費の支出について
72,660

健康局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式の借入及び同経費の支出について（平成26年2月分）
4,250

健康局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式の借入及び同経費の支出について（平成26年2月分）
273,019

健康局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成25年度視覚障害者用パソコン等機器長期借入経費（2月分）の支出について
37,695

健康局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成25年度複写電送装置(ファックス機) 長期借入経費（２月分）の支出について
7,875

健康局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報償費　報償金 平成25年度不祥事の削減に向けた取組み（「職場風土改善講座」・「職場の服務規律研修」）にかかる講師謝礼の支出について
70,160

健康局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度　一般事務用コピー代金の支出について（２月分）
114,296

健康局 総務課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 人事事務用　辞令用紙印刷経費の支出について
9,177

健康局 経理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 経理・調達・管財事務用　市内出張旅費（７月～１２月分）の支出について
59,696

健康局 経理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２５年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について（２月分）
57,330

健康局 経理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
304,330

健康局 健康施策課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種地域保健事業用　サーベイメータの修理にかかる経費の支出について
44,625

健康局 健康施策課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用　エックス線直接撮影装置の修理経費の支出について（生野区）
32,550

健康局 健康施策課 平成26年03月06日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 役務費　手数料 もと南方診療所及び西成保健センターにかかる不要物品処分の実施並びに同経費の支出について
51,290

健康局 健康施策課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（1月分）
27,150

健康局 健康施策課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（1月分）
1,640

健康局 健康施策課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域保健関係職員研修事業用　平成２５年度新任期保健師研修にかかる報償金の支出について
26,060

健康局 健康施策課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について(保健衛生検査所外１ヶ所(１月分）)
4,987

健康局 健康施策課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域保健医療計画推進事業用　大阪市救急懇話会にかかる報償金の支出について（1月27日開催分）
42,000

健康局 健康施策課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域保健医療計画推進事業用　大阪市医療懇話会にかかる報償金の支出について（1月27日開催分）
42,000

健康局 健康施策課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 健康施策課所管用地維持管理用道具（剪定鋏　外５点）の買入にかかる経費の支出について
35,574

健康局 健康施策課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用　エックス線間接撮影装置修理経費の支出について（都島区）
27,300

健康局 健康施策課 平成26年03月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 旧同和地区診療所の財産処分にかかる府補助金の返還に伴う返還金の支出について
901,680

健康局 健康施策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種事業用　市内出張（近接地　含む）　旅費の支出について（１月分）
2,560

健康局 健康施策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 各種一般事務用　ホッチキス針外４点の買入経費の支出について
11,849

健康局 健康施策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 研究費用 定期刊行物「産科と婦人科」買入にかかる経費の支出について
34,020

健康局 健康施策課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 災害救助対策用　小型血糖測定器一式　外１点買入経費の支出について
84,000

健康局 健康施策課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 災害救助対策用　電波時計外１２点買入経費の支出について
49,707

健康局 健康施策課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域保健関係職員研修事業用　平成25年度中堅期保健師研修にかかる報償金の支出について
24,600

健康局 健康施策課 平成26年03月28日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 各種地域保健事業用　エックス線デジタル画像診断装置の買入経費の支出について
11,025,000

健康局 健康施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（2月分）
2,020

健康局 健康施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種事業用　市内出張（近接地　含む）　旅費の支出について（２月分）
25,400

健康局 健康施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 常設相談用ベッドの買入経費の支出について
96,600

健康局 健康施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について(保健衛生検査所外１ヶ所(２月分）)
3,622

健康局 健康施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 十三休日急病診療所不動産賃借料の支出について（平成26年2月分）
135,000

健康局 健康施策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　機械器具費 各種保健事業用　ワイヤレスアンプ一式の買入経費の支出について
378,525

健康局 健康づくり課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　船車修繕料 がん検診事業用　乳がん検診車（ラベンダー号）修繕経費の支出について
883,260

健康局 健康づくり課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 がん検診事業用　保育ボランティア利用に係る報償金の支出について（２月９日西成区）
2,140

健康局 健康づくり課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　トナーカートリッジ買入経費の支出について
23,625
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健康局 健康づくり課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　トナーカートリッジ買入経費の支出について
78,750

健康局 健康づくり課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用「臨床栄養」外１点買入にかかる経費の支出について
2,016

健康局 健康づくり課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２５年１０月分）
46,452

健康局 健康づくり課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 がん検診事業（胃がん検診事業）用検診車（こすもす12号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の同経費支出について
34,900

健康局 健康づくり課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（１月分）
79,767

健康局 健康づくり課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 公課費　公課費 がん検診事業（胃がん検診事業）用検診車（こすもす12号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の同経費支出について
90,200

健康局 健康づくり課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　船車修繕料 がん検診事業用　乳がん検診車（パンジー号）修繕経費の支出について
94,500

健康局 健康づくり課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 がん検診事業（乳がん検診事業）用検診車（ラベンダー1号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の同経費支出について
34,900

健康局 健康づくり課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６年２月分）
6,705

健康局 健康づくり課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６年２月分）
3,361

健康局 健康づくり課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６年２月分）
7,259

健康局 健康づくり課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 公課費　公課費 がん検診事業（乳がん検診事業）用検診車（ラベンダー1号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の同経費支出について
82,000

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 がん検診事業用　平成２６年１月分市内出張交通費の支出について
27,790

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
19,312

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
69,416

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
46,754

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
33,659

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
2,268

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
13,052

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（２月分）の支出について
781,200

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
1,425

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
2,419

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（２月分）の支出について
3,631,036

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（２月分）の支出について
680,400

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
20,582

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
30,838

健康局 健康づくり課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年2月分）
72,048

健康局 健康づくり課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 第３回すこやか大阪２１（第２次）推進のための職員研修にかかる講師料の支出について
15,540

健康局 健康づくり課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 医学調査研究用第５０回日本糖尿病学会近畿地方会参加にかかる出張旅費の支出について
4,340

健康局 健康づくり課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 医学共同調査用図書買入にかかる経費の支出について
66,097

健康局 健康づくり課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 備品購入費　図書購入費 医学共同調査用図書買入にかかる経費の支出について
7,980

健康局 健康づくり課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
41,906

健康局 健康づくり課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康づくり課事務用及びたばこ対策促進事業（調査研究）用クリアホルダー外１９点買入にかかる経費の支出について
10,752

健康局 健康づくり課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康づくり課事務用及びたばこ対策促進事業（調査研究）用クリアホルダー外１９点買入にかかる経費の支出について
17,052

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 訪問指導事業用血圧計外２点買入にかかる経費の支出について
6,615

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 訪問指導事業用血圧計外２点買入にかかる経費の支出について
37,044

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 訪問指導事業用歯ブラシ外１０点の買入にかかる経費の支出について
45,654

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１月分）の支出について
6,981,991

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１月分）の支出について
18,039,761

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１月分）の支出について
6,314,918

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１月分）の支出について
13,292,712

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１月分）の支出について
12,724,256

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１月分）の支出について
5,717,586

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１月分）の支出について
183,725

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１月分）の支出について
521,997

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１月分）の支出について
2,700,864

健康局 健康づくり課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（１月分）の支出について
7,500,077

健康局 健康づくり課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　船車修繕料 がん検診事業用　乳がん検診車（パンジー号）修繕経費の支出について
19,582
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健康局 健康づくり課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２５年度　乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託経費の支出について（平成２６年２月分）
140,700

健康局 健康づくり課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用「臨床栄養」外１点買入にかかる経費の支出について（３月分）
2,016

健康局 健康づくり課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大正車庫消防設備保守点検業務に係る経費の支出について
31,500

健康局 健康づくり課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
1,907,167

健康局 健康づくり課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
1,907,955

健康局 健康づくり課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
2,843,854

健康局 健康づくり課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（２月分）
800

健康局 健康づくり課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（２月分）
300

健康局 健康づくり課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（２月分）
7,500

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 乳がん検診事業用　平成２６年２月分雇上医師報償金の支出について
338,130

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 乳がん検診事業用　平成２６年２月分雇上医師報償金の支出について
535,590

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
39,435

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
44,378

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 がん検診事業用　平成２６年２月分市内出張交通費の支出について
27,280

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　ディスクカッター替刃(丸刃)外２１点買入経費の支出について
39,123

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　色ＰＰＣ用紙買入経費の支出について
17,640

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　色ＰＰＣ用紙買入経費の支出について
7,560

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　ディスクカッター替刃(丸刃)外２１点買入経費の支出について
17,367

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　色ＰＰＣ用紙買入経費の支出について
62,496

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 たばこ対策促進事業用妊婦向け喫煙防止啓発パンフレットの印刷にかかる経費支出について
153,468

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
55,770

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（平成２６年２月分）
16,884

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２５年度公衆衛生医学調査研究事業における血液検査業務（単価契約）委託料の支出について（２月分）
85,932

健康局 健康づくり課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２５年度公衆衛生医学調査研究事業における血液検査業務（単価契約）委託料の支出について（１月分）
58,590

健康局 生活衛生課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（１月分）
124,421

健康局 生活衛生課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（１月分）
89,218

健康局 生活衛生課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 一般事務用　健康局育休任期付職員（獣医師・薬剤師）採用候補者選考試験にかかる試験作成業務委託料の支出について
27,090

健康局 生活衛生課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２５年度生活衛生関係技術担当者研修会　出席経費の支出について
28,420

健康局 生活衛生課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ふき取り検査用キット外１点買入経費の支出について（１月納品分）
17,430

健康局 生活衛生課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録問答式　廃棄物処理の手引　外４点の買入経費の支出について
22,850

健康局 生活衛生課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用１ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム外３５点の買入経費の支出について（2月10日納期分）
71,851

健康局 生活衛生課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用１ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム外３５点の買入経費の支出について（2月10日納期分）
277,809

健康局 生活衛生課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 動物愛護管理事業用　電話回線使用料の支出について（動物愛護相談室　平成２６年１月分）
20,086

健康局 生活衛生課 平成26年03月05日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 保健衛生施設整備事業用　超音波洗浄装置の購入にかかる経費の支出について
175,875

健康局 生活衛生課 平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　紙ワイパー買入に係る経費の支出について（２月分）
12,306

健康局 生活衛生課 平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　産業廃棄物収集・運搬及び処分業務にかかる経費の支出について（１月分）
18,606

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
7,090

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 全国食品衛生関係主管課長会議の出席及び所要経費の支出について
28,620

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
1,660

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
14,620

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
4,000

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
5,230

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年１２月分）
11,614

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クリップ　外３２点にかかる買入経費の支出について
27,720

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クリップ　外３２点にかかる買入経費の支出について
6,324

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　日本農林規格品質表示基準・食品編追録外１点の買入に係る経費の支出について（１月納品分）
87,024

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クリップ　外３２点にかかる買入経費の支出について
11,602

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クリップ　外３２点にかかる買入経費の支出について
6,447
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健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クリップ　外３２点にかかる買入経費の支出について
17,005

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防等事業用犬の鑑札外1点の買入経費の支出について
1,323,157

健康局 生活衛生課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　トナーボトル買入経費の支出について
64,050

健康局 生活衛生課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 動物愛護管理事業用第２４回大阪市動物愛護推進会議に係る報償金の支出について
69,355

健康局 生活衛生課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年１月分）
22,173

健康局 生活衛生課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　イオン交換カートリッジ外１点買入に係る経費の支出について（２月分）
103,976

健康局 生活衛生課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年１月分）
11,073

健康局 生活衛生課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用プリンタモノクロトナー外８点の買入経費の支出について
50,967

健康局 生活衛生課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年１月分）
6,340

健康局 生活衛生課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用プリンタモノクロトナー外８点の買入経費の支出について
34,125

健康局 生活衛生課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 ビル衛生管理事業用「特定建築物の衛生管理に関する講習会の資料」印刷経費の支出について
69,300

健康局 生活衛生課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用カタラーゼの買入経費の支出について
7,140

健康局 生活衛生課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用　食鳥処理衛生ハンドブックの買入にかかる経費の支出について
3,234

健康局 生活衛生課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこ避妊・去勢手術の実施にかかる経費の支出について（平成２５年度第３四半期分　契約番号２５０００５２‐３）（請求書口座番号誤による再処理分）
8,000

健康局 生活衛生課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２５年度　乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務にかかる経費の支出について（２月分）
10,062

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 特定建築物等規制指導事業用　「特定建築物の衛生管理にかかる講習会」の実施にかかる講師謝礼金の支出について
14,350

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
13,630

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
65,871

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
8,460

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
10,030

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
3,360

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１月分）
10,910

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防等事業用狂犬病予防注射案内通知用窓あき封筒外2点の買入経費の支出について
487,988

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用蓋つきバケツ外１４点の買入経費の支出について
27,489

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用蓋つきバケツ外１４点の買入経費の支出について
34,188

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用蓋つきバケツ外１４点の買入経費の支出について
21,000

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年１月分）
17,866

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年１月分）
16,655

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ41そ2209」の法定１２か月点検にかかる経費の支出について
4,200

健康局 生活衛生課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器校正業務委託経費の支出について
184,905

健康局 生活衛生課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１月分）
44,188

健康局 生活衛生課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 監視事務所監視運営用　複写電送装置５台の長期借入（長期継続契約）経費の支出について（平成２６年２月分）
30,030

健康局 生活衛生課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１月分）
7,686

健康局 生活衛生課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１月分）
1,265

健康局 生活衛生課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１月分）
2,925

健康局 生活衛生課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１月分）
4,284

健康局 生活衛生課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（１月分）
27,216

健康局 生活衛生課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１月　東部生活衛生監視事務所外２件分）
2,342

健康局 生活衛生課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用蒸留水製造装置前処理カートリッジ外７点の買入経費の支出について（２月１０日納期分）
58,317

健康局 生活衛生課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用長靴外14点の買入経費の支出について
22,050

健康局 生活衛生課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用長靴外14点の買入経費の支出について
13,797

健康局 生活衛生課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用長靴外14点の買入経費の支出について
18,301

健康局 生活衛生課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用蒸留水製造装置前処理カートリッジ外７点の買入経費の支出について（２月１０日納期分）
7,793

健康局 生活衛生課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１月　東部生活衛生監視事務所外２件分）
3,174

健康局 生活衛生課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食品衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２６年２月分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成26年03月18日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 保健衛生施設整備事業用　セーフティキャビネットの購入にかかる経費の支出について
86,415

健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 薬事事務事業用　医薬分業指導者協議会の出席及び同経費の支出について（平成２６年３月２０日）
28,420

健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（２月購読分）
1,343
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健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用標準菌株（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐｉｚｉｚｅｎｉｉ ＡＴＣＣ６６３３）外１点の買入経費の支出について（2月17日納期分）
14,070

健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（２月購読分）
1,411

健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（２月購読分）
2,112

健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用　「畜産の研究」（平成２６年３月号）の買入経費の支出について
1,777

健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１月分）
4,231

健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１月分）
51,122

健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１月分）
11,526

健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１月分）
7,284

健康局 生活衛生課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　筆耕翻訳料 優秀標贈呈事業用　優秀標揮毫に係る経費の支出について
146,984

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用リアルタイムＰＣＲ用８連チューブ外１点の買入経費の支出について
44,625

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 所有者不明ねこ適正管理推進事業用 猫用フェロモン製品外２点買入経費の支出について
8,379

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＶＴ遺伝子検出キット外２点の買入経費の支出について
81,900

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入経費の支出について（３月３日納期分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防等事業用液化炭酸ガスの買入経費の支出について（３月３日納期分）
6,300

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用コニカルビーカー外１点の買入経費の支出について
17,703

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生関係法規集追録の買入に係る経費の支出について（１２月納品分）
88,200

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用オクタデシル化シリカゲルミニカラム外１点の買入経費の支出について
13,545

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用イオン交換樹脂外１点の買入経費の支出について
6,300

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品事業用　紙ワイパー買入経費の支出について
6,153

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防等事業用狂犬病予防注射済証外３点の印刷経費の支出について
191,220

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用微生物培養用２４穴プレートの買入経費の支出について
15,288

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用オクタデシル化シリカゲルミニカラム外１点の買入経費の支出について
20,475

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用イオン交換樹脂外１点の買入経費の支出について
35,238

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＶＴ遺伝子検出キット外２点の買入経費の支出について
216,300

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用嫌気ボックスグローブ保護用手袋の買入経費の支出について
1,239

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用砂の買入経費の支出について
53,550

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品事業用　ピペット用ディスポーザブルチップ外１点買入経費の支出について
7,035

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 狂犬病予防等事業用狂犬病予防注射済証外３点の印刷経費の支出について
416,660

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用愛犬手帳外１点の印刷経費の支出について
448,403

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用愛犬手帳外１点の印刷経費の支出について
120,697

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 所有者不明ねこ適正管理推進事業用 猫用フェロモン製品外２点買入経費の支出について
10,080

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこ避妊・去勢手術の実施にかかる経費の支出について（平成２５年度第３四半期分　契約番号２５０００５２‐５）
26,000

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２６年２月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２６年２月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２６年２月分）
11,130

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 中央市場食品衛生検査所用　ガスクロマトグラフ質量分析装置の買入経費の支出について
5,878,950

健康局 生活衛生課 平成26年03月20日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 保健衛生施設整備用温水高圧洗浄機一式の買入経費の支出について
376,950

健康局 生活衛生課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（３月請求分）
47,343

健康局 生活衛生課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　顕微鏡用油浸オイル外３点買入に係る経費の支出について（２月分）
43,260

健康局 生活衛生課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　建物修繕料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所蛇口修繕の実施にかかる経費の支出について
35,700

健康局 生活衛生課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（３月請求分）
23,772

健康局 生活衛生課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施にかかる経費の支出について（２月分）
116,495

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用水銀測定用サンプルボードの買入経費の支出について
22,575

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用メスシリンダー外９点の買入経費の支出について（３月５日納期分）
5,061

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用褐色メスフラスコ外１点の買入経費の支出について
22,722

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用スプレー容器外４点の買入経費の支出について
87,066

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　ディスポーザブルマスク外２点買入に係る経費の支出について（２月分）
84,913

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用メスシリンダー外９点の買入経費の支出について（３月５日納期分）
66,312



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用固相カラムの買入経費の支出について
31,500

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用Ａ型インフルエンザ診断用酵素標識抗体反応キット外１点の買入経費の支出について（３月５日納期分）
28,518

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用メスシリンダー外９点の買入経費の支出について（３月５日納期分）
26,875

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用スプレー容器外４点の買入経費の支出について
15,288

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 狂犬病予防等事業用成犬用総合栄養食外3点　買入経費の支出について
56,227

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 狂犬病予防等事業用成犬用総合栄養食外3点　買入経費の支出について
103,058

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について（２月分）
73,531

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 動物管理センターの機械警備業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
7,455

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（１月分）
10,800

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる支出について（２月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬務事務事業用　薬務台帳システム用機器長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年２月分）
13,356

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模受水槽衛生対策事業用　小規模受水槽衛生対策業務システム機器の長期借入にかかる支出について（２月分）
41,580

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 食品衛生事業用　恒温器の購入及び所要経費の支出について
325,500

健康局 生活衛生課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 乳肉衛生事業用　中央卸売市場業務管理棟にかかる共益費の支出について（３月分）
599,903

健康局 生活衛生課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 業務参考用　雑誌「生活と環境」購入経費の支出について（平成２５年度）２０１３年４月号～２０１４年３月号
13,200

健康局 生活衛生課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用　平成２５年度牛海綿状脳症診断用キットの買入経費の支出について（２月２１日納品分）
46,095

健康局 生活衛生課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 動物管理センター庁舎清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年３月分）
53,375

健康局 生活衛生課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（３月購読分）
1,342

健康局 生活衛生課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（３月購読分）
2,111

健康局 生活衛生課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２６年２月分）
21,352

健康局 生活衛生課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（３月購読分）
1,413

健康局 生活衛生課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（動物管理センター２月分）の支出について
21,706

健康局 生活衛生課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（食肉衛生検査所２月分）の支出について
6,370

健康局 生活衛生課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（動物管理センター２月分）の支出について
500

健康局 生活衛生課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（動物管理センター２月分）の支出について
1,300

健康局 生活衛生課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査実地研修にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（２月分）
11,000

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用縫合用ステイプラーの買入経費の支出について
20,160

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用サッカリンナトリウム二水和物標準品外４点の買入経費の支出について
4,725

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 業務参考用　廃棄物処理実務便覧（６４７－６５０号）　買入経費の支出について
7,160

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用サッカリンナトリウム二水和物標準品外４点の買入経費の支出について
56,364

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用サルモネラ免疫血清外１点の買入経費の支出について
12,768

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用サッカリンナトリウム二水和物標準品外４点の買入経費の支出について
4,221

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用カラス啓発ポスター外２点の印刷経費の支出について
38,745

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用カラス啓発ポスター外２点の印刷経費の支出について
24,795

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用カラス啓発ポスター外２点の印刷経費の支出について
27,799

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センターの電気料金の支出について（平成２６年２月分）
254,520

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ41そ2209」の法定１２か月点検追加整備にかかる経費の支出について
8,242

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成２６年２月分）
2,504

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（２月分）
27,216

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業及びと畜検査事業用ガスクロマトグラフ並びに分光光度計保守点検業務委託経費の支出について
190,680

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業及びと畜検査事業用ガスクロマトグラフ並びに分光光度計保守点検業務委託経費の支出について
415,369

健康局 生活衛生課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用分光光度計保守点検業務委託経費の支出について
211,260

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用「薬事実務便覧　追録」の買入経費の支出について
8,600

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ディスポーザブルマスク買入経費の支出について（２月納品分）
7,497

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　日本農林規格品質表示基準・食品編追録外１点の買入に係る経費の支出について（１月納品分）
11,424

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品事業用　ガラス濾過器買入経費の支出について（１月分）
32,760

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年２月分）
16,770

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年２月分）
21,954
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健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（２月分）
93,808

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（２月分）
131,817

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 動物愛護管理事業用　ファクシミリ回線使用料の支出について（動物愛護相談室　平成２６年２月分）
3,003

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 動物愛護管理事業用　電話回線使用料の支出について（動物愛護相談室　平成２６年２月分）
15,532

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（２月分）
10,842

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（２月分）
4,524

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（２月分）
51,332

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（２月分）
7,374

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生関係業務用　産業廃棄物（理化学機器等）等の廃棄にかかる収集運搬業務委託及び処分業務委託　実施経費の支出について
18,485

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生関係業務用　産業廃棄物（理化学機器等）等の廃棄にかかる収集運搬業務委託及び処分業務委託　実施経費の支出について
9,485

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生関係業務用　産業廃棄物（理化学機器等）等の廃棄にかかる収集運搬業務委託及び処分業務委託　実施経費の支出について
14,605

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生関係業務用　産業廃棄物（理化学機器等）等の廃棄にかかる収集運搬業務委託及び処分業務委託　実施経費の支出について
2,317

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（２月分）
69,562

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生関係業務用　産業廃棄物（理化学機器等）等の廃棄にかかる収集運搬業務委託及び処分業務委託　実施経費の支出について
39,826

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生関係業務用　産業廃棄物（理化学機器等）等の廃棄にかかる収集運搬業務委託及び処分業務委託　実施経費の支出について
25,545

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生関係業務用　産業廃棄物（理化学機器等）等の廃棄にかかる収集運搬業務委託及び処分業務委託　実施経費の支出について
15,737

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 中央卸売市場食品衛生検査所収去検査にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（２月分）
11,960

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 そ族昆虫防除事業用　大阪府市環境衛生関係業務研修会の実施にかかる本市分担金の支出について
20,550

健康局 生活衛生課 平成26年03月31日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 保健衛生施設整備用動物用吸入麻酔装置一式の買入経費の支出について
997,500

健康局 こころの健康センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（１２月分）
314,240

健康局 こころの健康センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（１２月分）
13,800

健康局 こころの健康センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（１月分）
223,524

健康局 こころの健康センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（１月分）
23,574

健康局 こころの健康センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（１月分）
6,804

健康局 こころの健康センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成２６年２月４日実施分）
29,460

健康局 こころの健康センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（１月分）
216,040

健康局 こころの健康センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成２６年２月４日実施分）
240

健康局 こころの健康センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（１月分）
10,700

健康局 こころの健康センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（１月分）
31,457

健康局 こころの健康センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 精神医療事業用　精神保健搬送車の継続検査受検にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局 こころの健康センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　損害保険料 精神医療事業用　精神保健搬送車の継続検査受検にかかる法定費用の支出について
8,910

健康局 こころの健康センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 公課費　公課費 精神医療事業用　精神保健搬送車の継続検査受検にかかる法定費用の支出について
24,600

健康局 こころの健康センター 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　トイレットペーパーの買入代金の支出について
35,028

健康局 こころの健康センター 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　思春期関連問題市民講座にかかる講師謝礼の支出について
10,740

健康局 こころの健康センター 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　改正精神保健福祉法に関する業務従事者研修への出席及び同経費の支出について
27,700

健康局 こころの健康センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（２月分）
35,522

健康局 こころの健康センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（２月分）の支出について
160,050

健康局 こころの健康センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 自立支援医療費レセプト点検等業務委託業者選定会議委員報酬等の支出について
33,110

健康局 こころの健康センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（２月分）の支出について
5,880

健康局 こころの健康センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 自立支援医療事業用ゴム印の買入代金の支出について
2,205

健康局 こころの健康センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　小口支払基金繰戻金（こころの健康センター）２月分の支出について
16,000

健康局 こころの健康センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（２月分）
363,262

健康局 こころの健康センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（２月分）
206,931

健康局 こころの健康センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（２月分）
86

健康局 こころの健康センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成２６年２月１４日実施分）
29,460

健康局 こころの健康センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 ２５年度第２回地域生活移行支援事業検討会議にかかる報償金の支出について（２月１９日開催分）
62,400

健康局 こころの健康センター 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成２６年２月１４日実施分）
320

健康局 こころの健康センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成２６年１月２９日実施分）
29,460
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健康局 こころの健康センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・２月２０日開催分）
80,025

健康局 こころの健康センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（２月１０日実施分）
24,270

健康局 こころの健康センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・２月２０日開催分）
3,800

健康局 こころの健康センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成２６年１月２９日実施分）
1,320

健康局 こころの健康センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（２月１０日実施分）
1,080

健康局 こころの健康センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　総福改ざん防止連票（Ａ４縦）の印刷代金の支出について
155,400

健康局 こころの健康センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・３月審査分（概算）
80,730,866

健康局 こころの健康センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・３月審査分（概算））
1,475,222

健康局 こころの健康センター 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（２月審査分・国保）入院費の支出について
845,645

健康局 こころの健康センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,553

健康局 こころの健康センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,560,441

健康局 こころの健康センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
598

健康局 こころの健康センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
130,372

健康局 こころの健康センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（２月分）
40,257

健康局 こころの健康センター 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（３月審査分・概算・社保）医療費の支出について
81,035,000

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ゲートキーパー専門研修にかかる講師謝礼金の支出について
22,300

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　障害保健福祉関係主管課長会議への出席及び同経費の支出について
28,420

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 精神保健事業用　第８回司法精神医学研修の受講及び同経費の支出について
43,940

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　再生品トナーカートリッジの買入代金の支出について
61,110

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　蛍光灯　外２点の買入代金の支出について
30,240

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,604,409

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
803

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
11,590

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
63,678

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神保健事業用　こころの健康センター複写電送装置の借入代金の支出について（２月分）
6,300

健康局 こころの健康センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・介護）医療費の支出について
402,718

健康局 こころの健康センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 薬物依存に悩む人たちを支える家族対象のワークショップにかかる講師謝礼の支出について
75,340

健康局 こころの健康センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について
21,540

健康局 こころの健康センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　シャープペン　外１９点の買入代金の支出について
57,729

健康局 こころの健康センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（２月分）
283,500

健康局 こころの健康センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（２月分）
205,068

健康局 こころの健康センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神医療事業用　ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（２月締分）
8,400

健康局 こころの健康センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　総福応用連票（Ａ４縦）の印刷代金の支出について
211,008

健康局 こころの健康センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書送付用窓あき封筒　外２点の買入代金の支出について
881,751

健康局 こころの健康センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書送付用窓あき封筒　外２点の買入代金の支出について
205,524

健康局 こころの健康センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　総福応用連票（Ａ４縦）の印刷代金の支出について
49,182

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書同封ちらし外６点の印刷代金の支出について
212,859

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（２月分）
196,400

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる啓発講座（地域交流会）にかかる講師謝礼の支出について
27,660

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（２月分）
7,060

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
740

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
300

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
19,630

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
29,210

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
1,580

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
5,610

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
34,340

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
1,360
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健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
400

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
1,880

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
4,320

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
2,210

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
730

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
4,330

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
39,260

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
5,680

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
680

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
4,070

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
5,600

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
5,120

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
2,220

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書同封ちらし外６点の印刷代金の支出について
50,187

健康局 こころの健康センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 精神医療事業用　リスパダール錠　外６点の買入経費の支出について
41,790

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（５月分）
400

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（５月分）
300

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（９月分）
740

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（５月分）
240

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（５月分）
3,490

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（５月分）
4,860

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（５月分）
660

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（５月分）
2,810

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（９月分）
28,800

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（９月分）
1,140

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（９月分）
2,470

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（９月分）
1,600

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（９月分）
5,920

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（９月分）
760

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（５月分）
30,070

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　平成２５年度大阪市都島センタービルの共同管理にかかる経費の支出について
29,292

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（２月分）
44,319

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　建物修繕料 精神保健事業用　平成２５年度大阪市都島センタービルの共同管理にかかる経費の支出について
93,909

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
18,790

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
6,450

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
200

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
26,700

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
380

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（２月分）
6,804

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
480

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
239,452

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
90

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　こころの健康センター専用回線電話料金の支出について（２月分）
10,013

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 精神保健事業用　平成２５年度大阪市都島センタービルの共同管理にかかる経費の支出について
58,369

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　平成２５年度大阪市都島センタービルの共同管理にかかる経費の支出について
369,124

健康局 こころの健康センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・２月審査分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 特定給食施設巡回指導等用市内出張交通費（平成２６年１月分）の支出について
29,062

健康局 保健所管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市食生活習慣改善指導業務（単価契約）委託料の支出について（１月分）
300,554
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健康局 保健所管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）1月分
6,510

健康局 保健所管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（1月分）の支出について
136,565

健康局 保健所管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）1月分
26,040

健康局 保健所管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会中津病院分）
41,496

健康局 保健所管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２４年度母子保健衛生費国庫負担金の受入超過交付返還金の支出について
18,045,153

健康局 保健所管理課 平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２５年度判断困難事例調査研究班会議の開催にかかる管外出張旅費の支出について（東京都港区）
28,100

健康局 保健所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　医師市内出張交通費の支出について（１月分）
48,469

健康局 保健所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（１月分）
20,743

健康局 保健所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について（平成26年2月14日請求分）
50,800

健康局 保健所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 家庭療養用具支給事業用空気清浄機の購入経費の支出について
97,440

健康局 保健所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害療養相談会案内ビラ外1点印刷経費の支出について
57,624

健康局 保健所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府立急性期・総合医療センター分）
13,009

健康局 保健所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２６年１月受付分　インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６４歳以下）の支出について
517,359

健康局 保健所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２６年１月受付分　インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６５歳以上）の支出について
50,050

健康局 保健所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　1月分）の支出について
1,722

健康局 保健所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　1月分）の支出について
15,779

健康局 保健所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付　1月分）の支出について
26,091

健康局 保健所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　1月分）の支出について
7,711

健康局 保健所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　1月分）の支出について
10,206

健康局 保健所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小児慢性特定疾患児童療養相談事業物品（バクバクっ子の為の退院支援ハンドブック）の買入経費の支出について
3,080

健康局 保健所管理課 平成26年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　1月分）の支出について
1,680

健康局 保健所管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所2月分）
43,813

健康局 保健所管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所2月分）
2,175

健康局 保健所管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所2月分）
1,574

健康局 保健所管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　3月分）
62,081

健康局 保健所管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　3月分）
531,832

健康局 保健所管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2516号）
48,300

健康局 保健所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 保健所一般業務用公用車12ヶ月点検整備にかかる経費の支出について（エスティマ）
4,200

健康局 保健所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立大学医学部附属病院分）
13,009

健康局 保健所管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
920

健康局 保健所管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
414

健康局 保健所管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
1,380

健康局 保健所管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
3,260

健康局 保健所管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
800

健康局 保健所管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
1,320

健康局 保健所管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
300

健康局 保健所管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年1月分）
1,468

健康局 保健所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 特定給食講演会用ホール舞台操作業務委託に係る経費の支出について
46,200

健康局 保健所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 ゴム印買入（健康診査事業用）にかかる経費の支出について（単価契約）
147

健康局 保健所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 健康診査事業用防水シーツ外３点購入経費の支出について
27,720

健康局 保健所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 転地療養事業案内送付用封筒外1点購入経費の支出について
70,875

健康局 保健所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年２月分健康診査事業に係るパソコン借入経費の支出について
6,615

健康局 保健所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２６年２月受付分　インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６５歳以上）の支出について
13,900

健康局 保健所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２６年２月受付分　インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６４歳以下）の支出について
154,155

健康局 保健所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　３月分
1,361,200

健康局 保健所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（１月分）
92,590

健康局 保健所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（２月分）
170,235

健康局 保健所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（２月分）
529,620



平成25年度（平成26年03月）　公金支出情報

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

健康局 保健所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（２月分）
13,780

健康局 保健所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（２月分）
5,780

健康局 保健所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会泉尾病院分）
13,009

健康局 保健所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年3月国保連）（概算払い）
7,442,381

健康局 保健所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成２６年２月審査　国保分）（確定払い）
1,900,080

健康局 保健所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成26年2月審査　国保分）（確定払い）
762,928

健康局 保健所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年2月国保審査分）
178,837

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度健康づくり地区組織活動研修会用テキストの印刷経費の支出について
69,300

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年2月社保基金）
119,007

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年2月作成分）
1,194

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年2月審査分　社保基金）
8,786

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年2月審査分　社保基金）
6,513

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年2月作成分）
116

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療に係る電子レセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年2月作成分）
2,456

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年2月審査分　社保基金）
296

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成26年3月分　社保基金）（概算払い）
3,800,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年3月審査分　社保基金）（概算払い）
34,287,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成25年2月審査分　社保基金）確定払い
202,557

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成26年3月分　社保基金）（概算払い）
4,548,040

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成26年2月社保基金）（追給分）
1,354,960

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年2月社保基金提供分）
2,930

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年2月社保基金審査分）
58,698

健康局 保健所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年2月社保基金審査分）
1,586,596

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 保健所一般業務用公用車12ヶ月点検整備前修繕にかかる経費の支出について（エスティマ）
9,712

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用第78回日本循環器学会学術集会への出張及び同経費の支出について
54,400

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（管理課保健事業グループ）２月分の支出について
630

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年2月審査分　国保連）
62,272

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成２６年２月審査　国保分）
1,707

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（平成26年2月審査　国保分）
5,323

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第78回日本循環器学会学術集会参加費の支出について
20,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１２月分の支出について
3,720

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１２月分の支出について
4,340

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１２月分の支出について
5,800

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用２月分）の支出について
278

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害保健福祉事業に係るデータ抽出及び各種帳票作成業務委託料の支出について
247,903

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年2月国保審査分）
8,352

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１月分健康診査用ＥＴＣ利用の高速道路通行料の支出について
1,900

健康局 保健所管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（管理課保健事業グループ）２月分の支出について
200

健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康づくり地区組織活動用活動報告用紙の印刷経費の支出について
11,550

健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 健康づくり地区組織活動研修会用ホール技術者派遣業務委託に係る経費の支出について（２月２５日実施分）
50,400

健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年度高度な医療的ケアが必要なこどもの在宅療養支援に関する多職種研修会の実施にかかる講師謝礼金の支出について
36,080

健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年度難病啓発事業（難病啓発講演会）の実施に係る講師謝礼金の支出について
9,300

健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年２月分アトピー相談医師報償金の支出について
24,270

健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 難病患者等在宅支援事業用定期刊行物（難病と在宅ケア）の購入経費の支出について
12,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小児慢性特定疾患対策事業用物品（レーザープリンタ用ラベルシート）外1点の買入経費の支出について
14,490

健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小児慢性特定疾患対策事業用物品（レーザープリンタ用ラベルシート）外1点の買入経費の支出について
903

健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度難病啓発事業（難病啓発講演会）実施にかかる手話通訳者派遣業務委託経費の支出について
14,320

健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（2月分）
2,038,232
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健康局 保健所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器賃借料の支出について（平成21年度契約済みの長期継続契約分）（平成26年2月分）
23,478

健康局 保健所管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年度小児慢性特定疾患対策会議にかかる委員報償金の支出について（2月26日開催分）
117,650

健康局 保健所管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 ゴム印買入（公害健康被害補償事業用）にかかる経費の支出について（単価契約）
558

健康局 保健所管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（２月分）
7,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度難病啓発事業（難病啓発講演会）会場使用料の支出について
27,750

健康局 保健所管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（２月分）
41,574

健康局 保健所管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 （放射線技術検査所用）トイレットペーパーの買入及び同経費の支出について
4,987

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（2月分）の支出について
123,780

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（２月分）
33,152

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（１１０１－２号室　2月分）の支出について
12,253

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（１１０１－２号室以外一括分　2月分）の支出について
352,393

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 喫食者指導教室（よりよい給食に向けての研修会）用講師報償金の支出について
29,720

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 健康診査事業用アレルギー予防教室質問票（乳児）外３点印刷経費の支出について
71,400

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　印刷製本費 健康診査事業用アレルギー予防教室質問票（乳児）外３点印刷経費の支出について
63,147

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
614,736

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
22,160

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（２月分）
5,800

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（12・1月分）口座振替不能分
21,992

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（３月分）
17,011,440

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について　（３月支払分）
1,318,100

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について　（３月分）
1,728,845

健康局 保健所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成24年度在宅福祉事業費補助金の超過交付返還金の支出について（小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業）
209,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所管理運営費　保健所業務参考用　平成２５年度「検査と技術外３点」定期購読料の支出について（２月分）
8,553

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康づくり地区組織活動研修会用講師報償金の支出について（２月２５日実施分）
22,400

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
860

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 特定給食施設巡回指導等用市内出張交通費（平成２６年２月分）の支出について
33,050

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 給食施設巡回指導用ポスター印刷経費の支出について
41,580

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成25年度地区組織活動用普及啓発にかかるリーフレット印刷経費の支出について
47,775

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
390

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
2,520

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市食生活習慣改善指導業務（単価契約）委託料の支出について（２月分）
558,797

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
2,600

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
640

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
1,580

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
1,660

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
1,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
1,130

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
3,240

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
80

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
360

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
49,220

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
160

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
80

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
480

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年3月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年3月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2520号）
50,900

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2522号）
55,300
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健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１月分の支出について
3,800

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２６年２月分健康診査事業用市内出張交通費の支出について
2,057

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
1,674

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年2月分）
460

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１月分の支出について
4,740

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１月分の支出について
4,980

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
6,140

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
9,730

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年２月分）
560

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪医療センター分）
41,160

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年２月分アレルギー予防教室血液検査料用委託料の支出について（大阪市立総合医療センター分）
65,047

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成25年度ぜん息児水泳教室運営業務委託料の支出について(南エリア）
980,000

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（３月支払決定分）その１
251,553,710

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年3月分）
60,540

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　３月支払分（その１）
85,140,500

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（３月支払決定分）その２
7,944,423

健康局 保健所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　３月支払分（その２）
91,200

健康局 保健医療対策課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生情報調査研究事業用　モバイルスクリーン買入経費の支出について
36,750

健康局 保健医療対策課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外1点　買入経費の支出について（年間購読）「2月号」
21,475

健康局 保健医療対策課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 全国厚生統計主管課担当者会の出張経費の支出について
28,140

健康局 保健医療対策課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用平成２６年１月分市内出張交通費の支出について
53,417

健康局 保健医療対策課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生情報調査研究事業用　デジタルカメラ等外３点の買入経費の支出について
32,970

健康局 保健医療対策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生情報調査研究事業用　レーザーポインター　買入経費の支出について
19,866

健康局 保健医療対策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入所要経費の支出について(2月分)
550,958

健康局 保健医療対策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(2月分)
346,915

健康局 保健医療対策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入所要経費の支出について(2月分)
97,228

健康局 保健医療対策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(2月分)
61,220

健康局 保健医療対策課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療法人設立認可事業：強力パンチ交換用刃受け外４点の購入経費の支出について
9,796

健康局 保健医療対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成26年2月分市内出張交通費の支出について
2,408

健康局 保健医療対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生情報調査研究事業用　延長コード外１点の買入経費の支出について
5,355

健康局 保健医療対策課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用プリンタラベル 外６点の購入経費の支出について
18,291

健康局 保健医療対策課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生情報調査研究事業用　図面ケース外９点買入経費の支出について
33,547

健康局 保健医療対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業：平成２６年２月分市内出張旅費の支出について
1,386

健康局 保健医療対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用平成２６年２月分市内出張交通費の支出について
55,203

健康局 保健医療対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外1点　買入経費の支出について（年間購読）「3月分」
21,475

健康局 保健医療対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用料金後納郵便の支出について（２月分）
2,380

健康局 保健医療対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
510

健康局 保健医療対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用料金後納郵便の支出について（２月分）
3,660

健康局 感染症対策課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 全国健康関係主管課長会議への職員の派遣にかかる普通旅費の支出について
28,420

健康局 感染症対策課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
36,540

健康局 感染症対策課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,600

健康局 感染症対策課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査用　エッペンドルフチップ外2点買入代金の支出について（2月3日発注分）
33,264

健康局 感染症対策課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（１月分）
12,264

健康局 感染症対策課 平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 結核定期健康診断事業用検診車定期整備（法定３か月点検）前修繕の実施及び同経費の支出について（２回目）
92,633

健康局 感染症対策課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ＢＢＬＭＧＩＴ抗酸菌システム」の購入にかかる経費の支出について
60,165

健康局 感染症対策課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用「クォンティーフェロンＴＢゴールド専用採血管」の購入にかかる経費支出について（１月２２日発注分）
336,000

健康局 感染症対策課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用「クォンティフェロンＴＢゴールド」の購入にかかる経費の支出について（１月２２日発注分）
378,000

健康局 感染症対策課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎検査用試薬　エスプラインＨＢｓＡｇ代金の支出について(2月3日発注分）
10,290
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健康局 感染症対策課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（１月分）
11,707

健康局 感染症対策課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（１月分）
8,295

健康局 感染症対策課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 第７回 重点都道府県等エイズ対策担当課長連絡協議会の出席経費の支出について
28,420

健康局 感染症対策課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用感染症予防関係法令例規集追録（621-627）の買入経費の支出について
16,730

健康局 感染症対策課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　手数料 結核定期健康診断事業用検診車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局 感染症対策課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　損害保険料 結核定期健康診断事業用検診車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
34,900

健康局 感染症対策課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（４－９月）組戻分
16,243

健康局 感染症対策課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（４－９月）組戻分
2,310

健康局 感染症対策課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 公課費　公課費 結核定期健康診断事業用検診車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
90,200

健康局 感染症対策課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 公衆医学調査研究事業用コピーカードの購入経費の支出について
2,000

健康局 感染症対策課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ｳｲﾙｽ検査事業用　真空採血管代金の支出について(2月17日発注分)
2,604

健康局 感染症対策課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（平成２６年２月分）
5,670

健康局 感染症対策課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（平成２６年２月分）
14,679

健康局 感染症対策課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査用ファクシミリの長期借入代金の支出について（長期契約）（26年2月分）
7,875

健康局 感染症対策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 平成25年度 全国衛生部長会第１回総会への出席経費の支出について
28,020

健康局 感染症対策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託経費の支出について（２月分）
127,050

健康局 感染症対策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年２月分）
54,810

健康局 感染症対策課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（2月分）
145,570

健康局 感染症対策課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 指定医療機関講習会案内送付用ラベルシ－ル代金の支出について
8,358

健康局 感染症対策課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）後期高齢
71,110

健康局 感染症対策課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）後期高齢
970,994

健康局 感染症対策課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）国保一般
348,706

健康局 感染症対策課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）国保一般
68,111

健康局 感染症対策課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核予防事業用ネームランドテープ外１７点　購入費の支出について
39,435

健康局 感染症対策課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（２月分）
8,788

健康局 感染症対策課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（２月分）
44,991

健康局 感染症対策課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（２月追給分）
438,855

健康局 感染症対策課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（３月概算分）
424,430

健康局 感染症対策課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（２月追給分）
3,955,025

健康局 感染症対策課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（３月概算分）
10,181,690

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（６回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
21,300

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
9,050

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
13,910

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
28,960

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用「１％小川培地」の購入にかかる経費の支出について
9,324

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用｢アシストチューブ」の買入にかかる経費の支出について
3,486

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「プラスチック手袋Ｍサイズ　外二点」の買入にかかる経費の支出について
13,377

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ミジットＯＡＤＣ　外二点」の買入にかかる経費の支出について
48,048

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）２/２８日分
8,000

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）後期高齢
20,490

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）国保一般
2,712

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）後期高齢
4,620

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）国保一般
29,529

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（２月分）
24,360

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（１月分）
6,600

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上期②）（第１回支払）
85,903

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業用予防接種用ＢＣＧワクチン買入にかかる経費の支出について（２月分）
5,843,250
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健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）２／２４分
20,000

健康局 感染症対策課 平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（１２月戻入分）の支出について
20,664

健康局 感染症対策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２６年２月分）
26,480

健康局 感染症対策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症対策事業用　医薬材料（塩化ベンザルコニウム液）の買入経費の支出について
22,050

健康局 感染症対策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市中央備蓄倉庫（大阪城ホール）における産業廃棄物の収集・運搬及び処理業務委託契約にかかる経費の支出について
67,200

健康局 感染症対策課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 マルチペーパーの購入及び同経費の支出について
28,665

健康局 感染症対策課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 リスクグループ健診雇上げ医師報償金の支出について（平成２６年２月分）
72,810

健康局 感染症対策課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（1月分）の支出について（医療機関支払分）
337,950,588

健康局 感染症対策課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託料（２月入力分）の支出について
1,224,711

健康局 感染症対策課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（2月不足額支出分）
78,230

健康局 感染症対策課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（２月分）
240,075

健康局 感染症対策課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（２月分）
7,200

健康局 感染症対策課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核予防事業用　喀痰等検体搬送業務委託料の経費の支出について（２月分）
19,110

健康局 感染症対策課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（２月分）
25,074

健康局 感染症対策課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（２月分）
34,807

健康局 感染症対策課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症発生動向調査事業用　病原体検査票外1点の印刷経費の支出について
16,800

健康局 感染症対策課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症発生動向調査事業用　病原体検査票外1点の印刷経費の支出について
59,482

健康局 感染症対策課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（上半期）組戻分
3,000

健康局 感染症対策課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　印刷製本費 予防接種事業用　予防接種手帳代金の支出について
2,441,880

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 第1回大阪市結核対策評価委員会の委員報酬等の支出について（平成26年3月7日開催分）
144,045

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 第1回大阪市結核対策評価委員会の委員報酬等の支出について（平成26年3月7日開催分）
31,060

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
6,850

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
4,250

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
47,210

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
24,960

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
15,650

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
20,160

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（２月分）
8,232

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（２月分）
27,290

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（2月分）
14,530

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（2月分）
1,317

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（2月分）
11,069

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「採血針」の購入にかかる経費の支出について
6,615

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
268,280

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）旭町支店分
900

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（２月分）
9,101

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
850

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（２月分）
3,830

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
30,160

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
8,510

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）旭町支店分
4,460

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
12,170

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
240

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
860

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
2,200

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核接触者健診事業用「バイオハザード対策用安全キャビネット保守点検業務｣にかかる経費の支出について
525,000

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　エイズ専門相談業務に係る委託料の支出について（2月分）
122,602

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（２月分）
16,800
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健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度結核定期健康診断補助金の支出について（上期②）（第２回）
1,101

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上期①№１から№１００）（第１回支払）
518,247

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
268,486

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（1月分）の支出について（病院局分）
2,803,196

健康局 感染症対策課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成20年度結核医療費国庫補助金及び平成21年度結核医療費国庫負担金の受入超過額の返還金の支出について
13,832

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 営業指導事業用デジタルカメラの修理及び同経費の支出について
6,300

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１月分）
2,677

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油にかかる支出について（１月分）
20,288

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
14,585

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
17,587

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油にかかる支出について（２月分）
44,823

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用「なにわ41さ430」自動車定期点検整備（法定１２か月点検）の実施及び同経費の支出について
4,200

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用「なにわ300み1229」自動車定期点検整備（法定１２か月点検）の実施及び同経費の支出について
4,200

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用「なにわ300や5580」自動車定期点検（法定１２か月点検）追加整備の実施及び同経費の支出について
10,153

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用「なにわ300や5580」自動車定期点検整備（法定１２か月点検）の実施及び同経費の支出について
4,200

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用「なにわ41さ430」自動車定期点検（法定１２か月点検）追加整備の実施及び同経費の支出について
4,851

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（２月分）
3,150

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
110,040

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（環境衛生１月分）
400

健康局 環境衛生監視課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（食品衛生１月分）
2,200

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１す７１４３」継続検査に伴う法定費用の支出について
1,100

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１す７１４３」継続検査に伴う法定費用の支出について
26,370

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１す７１４３」継続検査に伴う法定費用の支出について
6,600

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（１月分）
41,380

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）２月分の支出について
2,100

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）２月分の支出について
140

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）２月分の支出について
1,950

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）２月分の支出について
356

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事務用　電話台買入経費の支出について
11,340

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１月分）
15,043

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１月分）
2,467

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事務用　蛍光マーカー外１６点買入経費の支出について
53,571

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（２月分）
21,488

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（２月分）
8,653

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（２月分）
2,572

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度１月分（西部生活衛生監視事務所）コピー代金の支出について
12,565

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成２５年度１月分（西部生活衛生監視事務所）白衣洗濯代の支出について
892

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成年２５年度１月分（西部生活衛生監視事務所）揮発油代金の支出について
16,655

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所）の支出について（１月分）
15,380

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所事業用車両「なにわ４８０え２３４１」の法定１２カ月点検追加整備にかかる経費の支出について
12,232

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 西部生活衛生監視事務所事業用車両なにわ５８ゆ７２１９外１台の法定１２カ月継続点検にかかる法定費用の支出について
2,200

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 西部生活衛生監視事務所事業用車両なにわ５８ゆ７２１９外１台の法定１２カ月継続点検にかかる法定費用の支出について
54,210

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 西部生活衛生監視事務所事業用車両なにわ５８ゆ７２１９外１台の法定１２カ月継続点検にかかる法定費用の支出について
36,600

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所事業用車両なにわ４１そ２１４８の法定１２カ月点検にかかる経費の支出について
4,200

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 クリアホルダーＡ４外５０点の購入にかかる経費の支出について
72,275

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)２月分の支出について
1,080

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)２月分の支出について
1,300

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)２月分の支出について
880
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健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所）の支出について（２月分）
15,320

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度２月分（西部生活衛生監視事務所）コピー代金の支出について
6,548

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成年２５年度２月分（西部生活衛生監視事務所）揮発油代金の支出について
12,196

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成２５年度２月分（西部生活衛生監視事務所）白衣洗濯代の支出について
997

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所事業用車両なにわ５８ゆ７２１９外１台の法定１２カ月継続点検にかかる経費の支出について
27,300

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所事業用車両「なにわ４１そ２１４８」の法定１２カ月点検追加整備にかかる経費の支出について
105,136

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用スティックのり外１０点の買入経費の支出について
20,732

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事務用　ゴム印作成経費の支出について
2,675

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１月分）
12,591

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯代の支出について（１月分）
1,417

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所食品衛生事業用郵便はがきの買入経費の支出について（第４四半期分）
19,000

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用蛍光灯の買入経費の支出について
7,455

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出（１２月分）について
22,045

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ４１た８１０１）の車検の実施にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ４１す７１４１）の車検の実施にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ４１た８１０１）の車検の実施にかかる法定費用の支出について
26,370

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ４１す７１４１）の車検の実施にかかる法定費用の支出について
26,370

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ４１す７１４１）の車検の実施にかかる法定費用の支出について
6,600

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ４１た８１０１）の車検の実施にかかる法定費用の支出について
6,600

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（１月分）
47,800

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（２月分）
16,051

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（１月分）
17,109

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
320

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯代の支出について（２月分）
4,672

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
596

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
2,220

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（１月分）
9,914

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所の白衣洗濯にかかる経費の支出について（１月分）
945

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ４１　す　７１４４」の自動車定期整備（継続検査）費用の支出について
22,050

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ４１　た　７９６５」の自動車定期整備（継続検査）費用の支出について
22,050

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
18,200

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
21,450

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（２月分）
5,930

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所の白衣洗濯にかかる経費の支出について（２月分）
577

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
400

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
240

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について(1月分）
11,069

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（1月分）
4,639

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（1月分）
2,165

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41す7145」の自賠責保険料と自動車重量税と検査印紙代の支出について
1,100

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41す7145」の自賠責保険料と自動車重量税と検査印紙代の支出について
26,370

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41す7145」の自賠責保険料と自動車重量税と検査印紙代の支出について
6,600

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 人材育成事業用　平成25年度がんばる職員支援制度におけるほうき外3点の買入にかかる経費の支出について
14,070

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金2月分の支出について
80

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金2月分の支出について
300

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金2月分の支出について
197

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 生活衛生監視事業用白衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（2月分）
3,150

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費2月分の支出について
6,870
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健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（2月分）
3,398

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について(2月分）
6,555

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（2月分）
4,639

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（2月分）
2,165

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　４３３４６４　３１００キャピラリーアレイ　４本/アレイ　１箱　他５品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
275,473

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＣＰ－ＭＳ用部品（サンプルコーン）１ケ　他１１品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
330,824

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＴＲＡＮＳ－ベルメトリン－Ｄ６標準品　他４品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
148,575

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　マラチオン－Ｄ６（ジメチル－Ｄ６）　他１６品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
122,661

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　７８０３０５スタンダードチップシングルラック５ｍｌ　１０箱　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
28,518

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 役務費　通信運搬費 栄養専門学校業務用　インターネットプロバイダー料の支出について（１月分）
5,005

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 需用費　消耗品費 平成２３年度購入の研究検査用物品にかかる経費の過年度支出について
370,440

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 需用費　備品修繕料 平成２４年度実施の研究検査用機器修繕にかかる経費の過年度支出について
173,271

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　フッ素イオン標準液の購入及び経費の支出について
2,079

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　テルモ　シリンジ　５ｍＬ　ＳＴ針なし　１００　１０ヶ　他１品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
14,070

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ラブブロット２の購入及び経費の支出について
76,545

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入経費の支出について
41,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料（１月分）の支出について
3,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＴＳＫ－ＧＥＬ　ＯＤ－１００Ｖ　他４品の購入及び経費の支出について(単価契約２月分）
167,044

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ジーエルサイエンス　ＩＮＥＲＴＳＩＬ　ＯＤＳ－３　５μｍ　４．６×１５０ｍｍ（Ｗタイプ）１ケ　他１品の購入及び経費の支出について(単価契約２月分）
115,500

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　マイクロチューブ　他１品の購入及び経費の支出について(単価契約２月分）
317,992

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１，４－ジオキサン標準原液　他１品の購入及び経費の支出について
11,917

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　イワキ　ビーカー１０００ｍｌ　他３品の購入及び経費の支出について(単価契約２月分）
106,785

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 需用費　印刷製本費 大阪市立環境科学研究所附設栄養専門学校　卒業証書印刷業務にかかる経費の支出について
16,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ｐＨ電極　堀場　９６１５－１０Ｄ　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
86,593

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　１９ＭＥＲ　１ＰＩＥＣＥ他(計６点）一式の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
23,940

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　５１８２－０７１８　スクリューキャップ　他４品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
190,638

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
31,695

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　２２ＭＥＲ　１ＰＩＥＣＥ(２点）一式の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
1,995

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ペプチラブ１，２の購入及び経費の支出について
37,590

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１ＭＯＬ／Ｌ－水酸化ナトリウム溶液（Ｎ／１）５００ＭＬ　他６品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
40,183

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
5,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 後払宅配郵便料（１月分）の支出について
850

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
860

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
10,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＢＭ　８連ＰＣＲチューブ　他１１品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
454,387

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託　長期継続の実施及び同経費の支出について（２月分）
547,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託　長期継続の実施及び同経費の支出について（２月分）
381,984

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　低分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
292,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入経費の支出について（２月分）
1,171,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について（２月分）
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託　長期継続の実施及び同経費の支出について（２月分）
37,779

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立環境科学研究所附設栄養専門学校授業利用ﾊﾟｿｺﾝ一式　長期借入経費の支出について（２月分）
109,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ピジョンチップ　他４品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
266,763

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　２２ＭＥＲ　１ＰＩＥＣＥ他（計２本）の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
1,995

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　塩化ナトリウム残留農薬試験用　他１５品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
432,484

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＲ尿素　５００ｇ　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
125,433

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　２０ＭＥＲ　１ＰＩＥＣＥ他（計８本）・（計３本）の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
10,972
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健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　１８ＭＥＲ　１ＰＩＥＣＥ　他１４品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
413,973

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　１９ＭＥＲ　１ＰＩＥＣＥ他（計２９本）の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
28,927

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＭｉｃｒｏＡｍｐ８－Ｃａｐ　Ｓｔｒｉｐ　６箱　他１０品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
470,914

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　蒸留水高速液体クロマトグラフィー用　他６品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
132,835

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．１ｍｏｌ／Ｌ　塩酸（Ｎ／１０）５００ＭＬ　他１７品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
294,766

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ヘキサン５０００　他１品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
56,259

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ジーエルサイエンス　ＳＧＥマイクロシリンジ　５０Ｆ　００４０００　１ケ　他７品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
134,641

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣ用２ｍＬバイアルインサート　他３品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
37,422

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０５１５－１４４６　ＧＣ／ＭＳ用イオン源部品　他１２品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
96,001

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　窒素ガスの購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
1,995

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　シリンジフィルター　他１品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
195,804

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　５０Ｌ　１本　他６品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
51,450

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
5,045

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　イワキ　三角フラスコ３００ｍｌ　他６品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
80,482

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　イワキ　メスフラスコ２０ｍｌ　２０個の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
17,220

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所崩壊試験器外１件保守点検業務の実施並びに同経費の支出について
142,275

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　アズワン　プラスチック製メススラスコ　１０００ｍｌ×３　他１品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
7,749

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ヘリウムガス　９９．９９９９％　４７Ｌ　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
205,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＴＯＰ　ホールピペット　０．５ｍｌ×１０の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
4,095

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　デンカ生研２００４９５　カンピロバクター免疫血清　２ｍｌ×２６×１　他１６品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
427,108

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ザルスタット１５ｍｌ滅菌Ｖ底遠心チューブ　６２５５４００１Ｓ　１箱の購入及び経費の支出について（３月分）
14,280

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＣ反応液　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
104,401

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　原子吸光分光光度計保守点検の実施及び経費の支出について
156,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 環境科学研究所管理事務用　ａｕ　ｏｎｅ　ｎｅｔ接続料金（１・２月使用分）の支出について
4,137

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 環境科学研究所研究用　論文別刷り購入の実施並びに同経費の支出について
50,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　塩化ビニル樹脂製手袋　サイズＬ寸　５双　他１２品の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
144,579

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　ｐＨメーター２台保守点検業務委託の実施及び経費の支出について
96,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所ソックスレー脂肪抽出装置保守点検業務の実施並びに同経費の支出について
65,625

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　高圧蒸気滅菌装置（オートクレイブ）２台保守点検業務委託の実施及び経費の支出について
276,360

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所自動分注希釈装置（スマートダイリューター）保守点検業務の実施並びに同経費の支出について
110,250

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　リサイクルタオルの購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
11,592

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　すず　粒状　９９．９％の購入にかかる経費の支出について
3,087

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ラブブロット１の購入及び経費の支出について
61,992

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素用フレキシブルホースの購入及び経費の支出について
26,250

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　電子天秤１２台保守点検業務委託の実施及び経費の支出について
218,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究　ＩＣＰＭＳ質量分析計保守点検業務の実施並びに同経費の支出について
292,950

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　産業廃棄物処理業務委託にかかる経費の支出について（単価契約２月分）
30,555

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 需用費　消耗品費 栄養専門学校　卒業式用大瓶花の購入及び経費の支出について
24,150

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費の支出について（２月分）
29,937

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報利用パソコン長期借入（その２）経費支出について（2月分）
56,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報利用パソコン長期借入（その１）経費の支出について（2月分）
49,971

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（2月分）
11,839

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（２月分）
13,608

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 環境科学研究所整備費 報酬　其他委員等報酬 特別参与にかかる報酬及び旅費（地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所の中期計画の検討強化）の支出について
104,760

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 環境科学研究所整備費 旅費　費用弁償 特別参与にかかる報酬及び旅費（地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所の中期計画の検討強化）の支出について
11,610

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（２月分）
10,526

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　１８ＭＥＲ　１ＰＩＥＣＥ他（計２８点）の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
27,930

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　１７ＭＥＲ　１ＰＩＥＣＥ他（計１０点）の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
9,975
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健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＮＶオリゴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＯＬＩＧＯ　１９ＭＥＲ　１ＰＩＥＣＥ他（計１４点）の購入及び経費の支出について（単価契約３月分）
13,965

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 大阪市立環境科学研究所３階空調室排気ファンモーター修繕の実施及び経費の支出について
97,650

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 環境科学研究所管理事務用　Ｂフレッツ回線使用料（２月分）の支出について
6,058

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 需用費　消耗品費 平成２４年度購入の研究検査用物品にかかる経費の過年度支出について
53,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 需用費　消耗品費 平成２４年度購入の研究検査用物品にかかる経費の過年度支出について
93,050

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 環境科学研究所整備費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委員会にかかる経費の支出について
82,980

人事室 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１月分）
71,884

人事室 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
682

人事室 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,624

人事室 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,940

人事室 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,276

人事室 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,600

人事室 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（２月分）
82,061

人事室 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
11,610

人事室 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター　２月分）
13,608

人事室 人事課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　専門委員（部長昇任面接）にかかる報酬等の経費の支出について（平成25年12月実施分）
104,760

人事室 人事課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　専門委員（部長昇任面接）にかかる報酬等の経費の支出について（平成25年12月実施分）
1,300

人事室 人事課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年1月実績分）
26,190

人事室 人事課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年1月実績分）
780

人事室 人事課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　２穴パンチ・テンキーの購入経費の支出について
11,907

人事室 人事課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍（新版逐条地方公務員法第３次改訂版及び地方自治小六法平成２６年版）の購入経費の支出について
3,885

人事室 人事課 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 備品購入費　図書購入費 一般事務用　書籍（新版逐条地方公務員法第３次改訂版及び地方自治小六法平成２６年版）の購入経費の支出について
12,600

人事室 人事課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 疾病対策事業用　遠隔地（東京事務所等）の定期健康診断（第１・２種）実施に伴う経費の支出について
63,420

人事室 人事課 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成25年12月分）
829,350

人事室 人事課 平成26年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成25年12月分）
1,200

人事室 人事課 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　第１７回大阪市人事監察委員会退職管理部会にかかる管外出張経費の支出について
28,420

人事室 人事課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年1月分）
488,880

人事室 人事課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成26年2月開催分）
261,415

人事室 人事課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成26年2月開催分）
3,280

人事室 人事課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
2,414

人事室 人事課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成26年2月開催分）
95,060

人事室 人事課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
5,400

人事室 人事課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
14,700

人事室 人事課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　職員破傷風予防接種業務委託（概算契約）に係る経費の支出について(平成25年度)
4,807,110

人事室 人事課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成25年度　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成２６年１月実施分）
103,404

人事室 人事課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年1月分）
65,488

人事室 人事課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入所要経費の支出について（平成26年2月分）
54,159

人事室 人事課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代（2月分）の支出について
5,423

人事室 人事課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金の支出について（3月分）
225,653

人事室 人事課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年2月分）
558,720

人事室 人事課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年2月分）
920

人事室 人事課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 疾病対策事業用　コピー代金の支出について（２月分）
1,197

人事室 人事課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成26年3月請求分）
2,636

人事室 給与課 平成26年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内出張交通費の支出について（平成２６年２月分）
1,160

人事室 管理課 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　平成25年度職員情報システム改修等業務委託（中期分）経費の支出について
30,166,027

人事室 管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用リサイクルトナーカートリッジＬＰ－Ｓ３０００対応用ほか１点購入経費の支出について
49,350

人事室 管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　電話料金の支出について（２月分）
6,832

人事室 管理課 平成26年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市総務事務センター電話機等移設及びデータ設定業務委託にかかる経費の支出について
220,500
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人事室 管理課 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（３月７日支払分）
440,000

人事室 管理課 平成26年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用電卓ほか１０点購入経費の支出について
64,344

人事室 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２６年３月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
243,168

人事室 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２６年３月払　退職手当の支出について（１０１）
11,277,777

人事室 管理課 平成26年03月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２６年３月払　退職手当の支出について（２１０）
42,626,575

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,891,395

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
10,906,686

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
444,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
1,947,825

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
672,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
728,002

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
197,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
308,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,134

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成26年３月　給与の支給について
2,430,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
10,855,757

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
16,331,663

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
14,520,016

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
37,506,646

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
35,777,708

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
30,691,548

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
20,006,868

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
39,587,677

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,187,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
241,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
586,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,539,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
481,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,441,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
794,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,515,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
1,893,253

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
2,579,341

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,560,655

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,928,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,985,140

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
2,875,789

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
5,916,125

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
3,820,920

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
2,006,522

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
4,938,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
2,389,250

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
2,448,150

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
931,950

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
896,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
608,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,779,472
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
302,941

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
245,489

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
4,691,139

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,155,264

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
945,978

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
4,990,322

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
625,228

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,800,493

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
100,660

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
62,140

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
362,940

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
446,708

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
838,321

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
104,190

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
228,230

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
233,230

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年３月　給与の支給について
427,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,053,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
776,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
202,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
568,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
356,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
600,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
410,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
409,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
84,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
51,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年３月　給与の支給について
82,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年３月　給与の支給について
522,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,304,830

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
72,210

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
620

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,324,328

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託費の支出について（１月分）
30,749,985

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　清掃業務委託費の支出について（２月分）
30,712

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（２月分）
22,995

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 勤務情報システム（保守環境）サーバ及び関連機器一式再リース延長にかかる経費の支出について（２月分）
13,755

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長にかかる経費の支出について（２月分）
143,724

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
114,576

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　Ｈ２１年度総務局庁内情報利用ＰＣ等機器借入経費の支出について（２月分）
10,983

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器借入（継続）の支出について（２月分）
110,040

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム用端末機器等借入経費の支出について（２月分）
1,040,781

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 勤務情報システムサーバ及び関連機器一式再リースにかかる経費の支出について（２月分）
92,022

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
39,144

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（２月分）
2,099,790

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（２月分）
209,958

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（２月分）
847,245
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（２月分）
346

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（２月分）
22,890

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
939,383

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
52,088

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
779,048

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,506

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,061

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
162,132

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,403,125

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,040

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,417,391

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
391,355

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
985,403

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
378,133

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
78,882

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,636

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
172,825

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
388,387

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,340

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
223,443

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
333,618

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,636

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
58,372,788

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,878,485

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
10,304,406

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
3,403,850

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
5,816,283

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
630,728

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
747,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
71,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
157,857

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,169,223

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,050

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
143,502

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,413,865

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
213,360

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
110,064,256

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
34,789,179

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
40,541,461

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
43,713,043

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
41,069,353

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
36,296,046

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
33,941,889

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
45,689,912

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
40,028,994

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
42,495,670

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
71,147,813

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
54,942,560
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
42,181,551

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
35,776,381

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
43,512,025

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
43,187,858

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
53,609,087

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
63,794,917

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
60,679,067

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
82,081,226

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
41,700,413

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
65,588,009

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
46,852,185

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
58,187,841

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,426,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,475,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,440,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,350,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,612,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
2,135,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,459,873

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
2,512,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
2,040,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,909,231

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,265,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,337,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,977,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
2,029,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,374,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,244,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,163,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
998,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,308,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,183,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,472,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
3,321,236

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,259,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,323,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
7,243,678

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,174,987

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,984,386

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
11,967,161

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,808,517

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,170,035

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
9,835,967

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
7,459,641

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
7,392,235

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,002,376

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
7,086,836

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
7,792,700
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
7,953,475

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
9,280,107

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
7,182,367

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
7,422,138

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
10,739,368

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,904,810

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
10,346,204

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
13,752,759

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
18,394,114

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
9,025,064

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
11,037,247

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
5,882,677

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,976,642

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,257,646

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,398,246

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,322,246

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,246,246

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,353,750

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,398,246

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,560,542

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,279,342

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,431,342

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,462,846

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,944,496

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,516,046

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,527,446

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,522,696

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,343,846

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,386,846

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,516,046

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,817,350

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,580,646

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,289,150

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,906,342

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,536,150

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,549,142

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,581,993

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
3,748,618

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
3,152,536

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
4,656,992

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,877,751

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,203,792

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
6,985,389

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,197,501

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,886,292

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
4,411,576

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,968,980

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
5,253,322
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,651,077

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
3,120,534

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,547,113

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,415,563

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,699,240

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
3,482,884

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
3,566,534

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,335,056

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,637,407

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
3,108,808

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
6,459,355

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,261,570

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
288,558

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
639,504

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
573,927

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
400,712

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
350,390

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
555,771

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
651,733

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,033,511

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
1,039,548

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
805,020

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
421,036

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
1,267,759

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
376,001

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
1,449,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
701,196

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
742,560

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
697,990

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
723,499

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,132,752

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
268,340

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
322,964

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
212,599

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
536,275

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
443,457

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
9,920

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,640

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,420

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,110

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,520

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,840

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,580

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
3,470
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
4,740

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
630

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
866,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
818,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
842,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,434,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
970,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,317,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
702,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,814,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,198,168

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
901,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
283,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,390,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
859,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
697,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
507,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
749,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
911,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
599,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
649,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
877,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,096,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,648,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,081,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
2,417,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
72,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
48,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
62,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
37,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
78,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
74,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
42,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
3,260

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,246,650

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,452,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
124,234

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,308,636

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,010

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
923,336

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,098,299

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,609,880

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,737,178

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,527,148

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,590,910

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,162,976

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,253,201

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,794,510

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,742,883

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,696,855

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,188

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
926,624

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
941,537

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
207,721

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,519,334

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
935,126

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,718,945

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
939,879

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
593,210

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
415,491

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,714,255

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,141,374

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,109

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,117,722

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,505,313

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
207,777

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,316,571

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
182,058

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
765,406

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,880,181

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,946

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
96,060

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
117,421

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
316,363

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
140,482

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,499
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
128,991

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,241

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,166

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,411

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,546

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
400,646

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
197,935

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
258,340

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
234,755

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
182,232

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
86,794

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
68,434

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
42,686

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,542

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
73,520

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,239

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,004

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
115,135

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
144,361

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
54,126

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,740

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
56,360

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
124,629

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,669

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,272

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,288

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,743

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
78,906

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,561

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,708

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,913

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
129,869

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
64,176

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
86,575

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
107,020

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,039

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
270

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,410

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,310

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
35,373,532

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,219,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,172,484

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,734,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,825,868
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
467,730

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,009,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,075,813

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,881

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
723,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
295,369,527

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
10,659,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
49,721,247

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
28,545
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
114,180

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
5,542,650

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
23,645,192

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
38,211

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
7,272

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
11,522

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
19,699

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
4,654

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
15,322

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
23,072

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
17,406

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
6,899

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
4,479

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
7,977

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
33,804

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
3,129,830

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
13,662

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
24,179

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
6,466

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
15,790

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
52,787

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
12,580

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
17,990

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
34,485

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
5,623,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（財政局）
32,071

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,293,973

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,202,318

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
606,539

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
171,585

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
113,573

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
408,997

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,786,022

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,046,259

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,881,697

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,046,894

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,529,699

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,443,931

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
521,502

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
166,059

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
511,736

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
167,566

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,243,034

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,186,529
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,472

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
144,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,950

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
56,325

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,080

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
79,619

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
241,821

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
69,354,593

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
2,605,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
12,351,870

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
4,199,950

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
5,283,266

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
1,088,135

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,677,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
66,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年３月　給与の支給について
41,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
156,052

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
425,273

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
493,242

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
400,063

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,622,826

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,740

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
272,376

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成26年３月　給与の支給について
690,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
258,699

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
21,991,599

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
780,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
3,997,557

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,695,750

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,294,199

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
300,070

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
321,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,684

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,109

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,099,609

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
141,527,060

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
38,306,556

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,473,757

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,471,709

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,584,521

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
600,408

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,644,032

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,989,990

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,539,273

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,208,111

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,043,918

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,448,041
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,535,362

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
780,996

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,329,365

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,020,990

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
670,809

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
840,162

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,428,946

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,646,094

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,766,614

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,348,139

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,800,272

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,612,094

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,426,923

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
51,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
46,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
39,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
88,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
79,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
78,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
58,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
145,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
52,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
5,021,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
81,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
45,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
77,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,004,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
354,395

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
188,025

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
291,821

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
24,546,410

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
6,294,734

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
301,430

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
139,575

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
106,221

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
181,380

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
249,255

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
144,435
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
279,076

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
260,505

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
249,570

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
284,730

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
328,201

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
304,980

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
96,105

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
262,833

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
262,875

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
195,073

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
264,765

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
269,304

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
322,248

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
234,005

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
234,451

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年３月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年３月　給与の支給について
607,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,457,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
76,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
5,999,250

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
76,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
516,917

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
15,087,210

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
238,880

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
9,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
18,250

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
219,680

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
281,140
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
10,980

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
38,950

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
12,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
42,840

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
1,712,919

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年３月　給与の支給について
1,985,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年３月　給与の支給について
798,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,363,250

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
446,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
3,074,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
48,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
606,756

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（福祉局）
45,828

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
978,074

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,134

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
170,714

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,144

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,990

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,620

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,254,914

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
68,567

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,647

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,749

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
594,373

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,438,207

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,528,473

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,026

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,935

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
65,488
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,280

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,030

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,421

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
150,951

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,894

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
259,795

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
720

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,038

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,412,152

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
413,385

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,210

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,720

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,658,763

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,175,457

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
158,815

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,111,260

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
115,360

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
151,170

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
373,507

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,346,403

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
898,118

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
99,707

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,391,911

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,370,649

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
46,306

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
202,142,106

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
6,767,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
35,127,280

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年３月　給与の支給について
285,966

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
10,188,750

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
7,639,816

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,870,680

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年３月　給与の支給について
7,725,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
84,760

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
4,226,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
46,360

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,598,077

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
279,571

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,435

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
277,702

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
172,384

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,244

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
685,816

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,623

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
71,196

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,485,429
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
429,369

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,040

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
92,882

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,838,826

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
290,202

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,612

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,744,272

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
598,688

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,264

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,060

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,592

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
851,609

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,351

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,253,343

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
104,650

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
355,917

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
198,334,702

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
183,482,857

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
128,982,623

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
3,913,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
4,263,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
4,138,621

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
29,703,345

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
21,994,810

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
32,032,283

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年３月　給与の支給について
663,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
258,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
4,642,650

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
129,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
12,132,836

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
24,847,057

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
9,818,787

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
1,927,974

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,170,848

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
1,894,695

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年３月　給与の支給について
176,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
2,705,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
3,375,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
3,513,310

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
233,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
291,598

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,884,511

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
404,535

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,819
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
376,987

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
39,555

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
809,109

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,458

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,287

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
611,292

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,380

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
83,920

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,180

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,040

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,719,856

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,042,447

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,753

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,478,883

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
463,965

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
318,775

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
118,610

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
221,764

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
95,850

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
106,910

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,655,250

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
136,981

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,132

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,432

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,510

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,859,311

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
412,391

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
358,628

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
68,313,626

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,313,971

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,194,897

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
221,720

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,187,920

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,780

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
540

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,170,226

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
871,705

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
430,294

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
78,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
868,666,713

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
49,739,854

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
146,010,183

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
7,437,550

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
24,062,391

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
13,325,236

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
29,852,320

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
13,252,932
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成26年３月　給与の支給について
147,935

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
6,746,852

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
210,504

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
155,434

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
60,960

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
111,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
28,950

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
24,507

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
128,846

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
642,376

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
169,129

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,040

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,080

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,866

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
236,714

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,818

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,797,961

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
248,340

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
95,739,778

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
3,395,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
17,196,739

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
7,021,070

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
4,973,634

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
810,854

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,740,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,326,766

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,010

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,477

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,912

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,310

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,737

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
430

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,306

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
733,514

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
277,724

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
106,435,330

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
153,759,204

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
211,182,227

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
12,031,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
8,189,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
4,687,340

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
26,237,137

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
35,768,674
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
18,397,544

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
3,772,450

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
2,487,896

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
2,274,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
9,328,055

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
7,608,413

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
6,487,151

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
1,712,071

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
3,574,584

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
1,493,232

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
170,870

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
119,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
2,472,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
2,355,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
3,028,889

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
271,228

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年３月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（建設局）
21,024

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
918,787

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
735,853

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
563,065

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
814,631

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
168,182

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
176,617

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,756

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
42,680

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,080

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
960

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,140

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
435,521

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
42,790

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
94,218,472

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
4,971,175

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
16,516,664

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
3,777,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
3,184,514

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
1,560,014

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,431,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
303,327

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（港湾局）
108,928

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
76,658,124

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
2,688,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
13,262,590

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
3,070,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
7,197,433
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
770,150

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,574,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,684

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
161,547

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
864

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,476,626

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
186,135

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,008,523,831

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
54,039,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
171,798,404

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年３月　給与の支給について
89,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
11,036,150

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
156,540,536

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
32,806,891

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
21,616,090

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
22,288,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
644,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
16,651,007

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年３月　給与の支給について
883,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
30,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
96,672

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
71,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
160,752

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
15,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
36,975

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
10,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
10,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
15,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
25,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
10,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
10,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
20,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
20,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
25,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
10,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
35,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
564,576

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,772,329

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
359,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,615

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,665,507

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
254,540

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
537,865

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
101,450

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
132,507,884

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
3,797,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
23,584,206
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
13,133,085

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
18,606,816

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,328,185

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
2,319,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
819,210

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
340,493

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
763,367

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,719,741

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
805,184

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,310

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
190,168

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,207,380

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
470,942

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,510

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
234,619

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,280

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
262,160

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（２月分）
7,665

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,576

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,472,730

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
176,140

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,408

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
607,840

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,790,132

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
283,378

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,069,379

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,405

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
659,498

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,089

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
351,752

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
123,622

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,908

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,280

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,218,694

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
269,439

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,181

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
422,095

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,055,538

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
274,845

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
51,550

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
646,134

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,040

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,636,881

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
296,115

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
15,271

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
487,602

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
533,469

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,370

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,980

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
847,846

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,121,534

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
145,240

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,970

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
166,371

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 旅費　普通旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,510

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
582,393

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
113,932

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,280

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,252

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,830

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
168,838

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
14,263,015

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
27,842,410

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,695,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
631,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
4,830,519

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
2,481,129

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
657,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
551,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
3,236,315

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
83,587

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
57,096

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
277,877

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
177,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
513,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
5,614,479

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
173,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
922,207

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
491,150

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,830,310

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
6,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
139,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
155,902

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,373,623

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
45,947,465

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,924,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
7,920,913

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
1,565,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,071,534

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
184,353
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
963,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,395

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,320

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,572,783

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
272,865

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
144,252

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,189

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
381,232

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
566,058

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,105

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
190,636

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,066

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
2,025,249

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
68,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
331,080

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
358,532

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
171,726

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,490

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,131

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,304

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,580

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,920

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
38,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,240

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
590

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
186,885

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
590,561

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
20,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
96,366

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
74,214

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,050

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,660

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
196,037

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
30,315

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
16,443

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,314

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,958

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,310,534

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,080

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
122,000
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,040

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
950

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,010

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,191,803

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
190,234

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
72,035

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
54,260

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,270

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
252,225

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
39,825

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
161,281

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
79,041

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
714,321

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
57,420,056

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
3,117,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
9,540,014

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,973,542

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,255,222

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
21,390

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
1,102,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
174,383

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,764

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
120

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
4,122,404

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
310,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
696,239

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
220,073

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
13,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
34,410

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
30,999,534

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,315,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
5,338,098

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
947,150

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,058,623

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
334,609

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
506,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
522,872

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,560

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,882

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
8,665,841

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
396,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
1,522,246

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
387,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
275,323
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
14,540

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
114,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
927,699

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
152,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
167,331

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
14,876,605

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
457,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
2,599,251

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
764,750

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,817,664

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
123,270

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
295,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
698,811

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
171,160

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,014

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
320

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,625,785

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
51,071

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,550

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
266,131

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
526,392

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
512,442

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
311,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
440,695

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
29,036

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
230,906

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
301,289

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
663,035

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,000,861

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
304,408

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
388,064

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
184,893

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
120,592

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
239,128

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
56,131

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,027,831

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
136,924

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
554,362

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
350,932

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
384,240

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
373,978

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
251,190

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
514,224

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
471,838

人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
29,000
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人事室 管理課 平成26年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,275,830

人事室 管理課 平成26年03月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
129,517

人事室 管理課 平成26年03月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,608

人事室 管理課 平成26年03月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,986

人事室 管理課 平成26年03月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,396

人事室 管理課 平成26年03月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
155

人事室 管理課 平成26年03月17日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
416

人事室 管理課 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
4,083,064

人事室 管理課 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
155,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
703,080

人事室 管理課 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
145,350

人事室 管理課 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,244,702

人事室 管理課 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
338,250

人事室 管理課 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
234,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
21,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
779,430

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,244,888

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,275,405

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
5,297,546

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
2,924,896

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,204,654

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,330,751

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
6,493,950

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,291,168

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
2,615,364

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,732,538

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
6,165,263

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,378,089

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,236,681

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
11,618,578

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,501,055

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
5,005,535

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,467,078

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,378,946

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
4,521,410

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
6,532,773

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
5,511,161

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
7,454,253

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
5,900,082

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,135,540

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,852,355

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
53,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
99,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
154,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
145,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
174,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
120,700
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人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
46,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
82,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
145,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
126,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
131,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
66,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
102,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
121,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
368,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
123,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
82,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
146,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
34,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
114,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
120,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
481,563

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
1,199,265

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
948,081

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
554,197

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
819,655

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
580,102

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
614,808

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
1,050,460

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
562,487

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
994,025

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
869,261

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
536,277

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
1,059,981

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
736,415

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
1,964,888

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
542,985

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
523,369

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
579,387

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
483,650

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
418,391

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
608,906

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
533,792

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
896,918

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
532,699

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
527,830

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
140,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
285,950

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
76,000
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人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
76,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
64,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,389,293

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
8,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
30,240

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
28,703

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
126,401

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
95,957

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
13,525

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
81,530

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
36,384

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
148,072

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
80,735

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
121,729

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
100,143

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
19,595

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
16,860

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
63,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
284,236

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
5,416

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
79,250

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
146,360

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
100,133

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
10,527

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
88,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
87,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
144,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
138,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
45,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
119,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
79,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
147,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
272,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
50,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
51,900
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人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
392,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
97,080

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,586,891

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,376,117

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,486,080

人事室 管理課 平成26年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
245,543

人事室 管理課 平成26年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
26,947,156

人事室 管理課 平成26年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
1,478,984

人事室 管理課 平成26年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
4,538,420

人事室 管理課 平成26年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
295,450

人事室 管理課 平成26年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
346,113

人事室 管理課 平成26年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
780,290

人事室 管理課 平成26年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
1,597,320

人事室 管理課 平成26年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
857,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
46,150

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
803,276

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
796,052

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
374,465

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
639,171

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,050,433

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,881,577

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
822,272

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
855,299

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
602,654

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
624,695

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
385,385

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
623,407

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
658,549

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,164,386

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
575,519

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
897,152

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
891,763

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
897,236

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
830,391

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
862,383

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,214,756

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,134,441

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
680,420

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
815,592

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
734,325

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
27,600

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
34,100

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
46,100

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
51,400

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
46,600
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人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
33,900

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
40,400

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
52,900

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
34,100

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
67,200

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
33,300

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
44,900

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
38,600

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
44,100

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
66,300

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
132,450

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
189,826

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
141,781

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
148,142

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
102,636

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
176,460

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
102,165

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
136,766

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
136,770

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
100,371

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
64,221

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
130,530

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
187,610

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
144,720

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
99,135

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
104,715

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
148,740

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
100,591

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
60,984

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
131,880

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
308,595

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
199,725

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
117,265

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
147,676

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
108,563

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
922,505

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
82,920

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
116,740

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
43,420

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
86,400

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
72,210

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
18,860
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人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
21,400

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
17,200

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
22,300

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
17,200

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
21,500

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
168,809

人事室 管理課 平成26年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,123

人事室 管理課 平成26年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
735,393

人事室 管理課 平成26年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
119,040

人事室 管理課 平成26年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
307,149

人事室 管理課 平成26年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
100,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
142,094

人事室 管理課 平成26年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,231,664

人事室 管理課 平成26年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
166,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
587,850

人事室 管理課 平成26年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
221,350

人事室 管理課 平成26年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
196,380

人事室 管理課 平成26年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
171,296

人事室 管理課 平成26年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
670,721

人事室 管理課 平成26年03月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
39,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
112,020

人事室 管理課 平成26年03月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
181,168

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
2,814,004

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,723,270

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,642,129

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,188,770

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,642,979

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,084,074

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
2,192,454

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
20,993,842

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,492,913

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,226,402

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,480,054

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
2,399,771

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,817,972
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人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
2,053,721

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,932,296

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,224,321

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,209,047

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,746,168

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,759,881

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
3,099,625

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,980,940

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
2,295,637

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
2,864,623

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,446,297

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年３月　給与の支給について
1,696,136

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
92,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
44,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
65,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
93,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
45,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
119,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
72,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
40,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
39,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
19,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
26,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
59,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
760,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
112,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
63,900

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
46,300

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
73,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
124,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年３月　給与の支給について
45,400

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
268,994

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
317,338

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
337,488

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
3,514,516

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
515,041

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
242,035

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
466,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
322,115

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
268,774

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
196,785

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
570,556
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人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
284,743

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
245,803

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
452,288

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
195,217

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
198,046

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
296,270

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
285,174

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
358,302

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
282,251

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
522,992

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
503,999

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
612,525

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
387,515

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年３月　給与の支給について
380,411

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年３月　給与の支給について
345,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
2,631,373

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
10,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
23,378

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
11,310

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
12,530

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
12,100

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
54,730

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
177,870

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
6,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
68,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
89,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
107,340

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
62,680

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年３月　給与の支給について
265,970

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
426,800

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000
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人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
75,200

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年３月　給与の支給について
25,700

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
368,253

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
633,444

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,033

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,101

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
627,538

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
410,614

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,735

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
38,133

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,000

人事室 管理課 平成26年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２６年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,708

人事室 管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器保守業務委託（継続）にかかる経費の支出について（２月分）
804,825

人事室 管理課 平成26年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　阿倍野スポーツセンター自動扉起動センサー修繕経費の支出について
39,375

人事室 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　コピー代の支出について（２月分）
100,384

人事室 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　離職票専用用紙の購入経費の支出について
100,800

人事室 管理課 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　総務事務センター機械警備業務にかかる経費の支出について（２月分）
21,000

人事室 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
20,842

人事室 管理課 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムソフトウェア一式に係る賃貸借経費の支出について（２月分）
50,400

人事室 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
100,650

人事室 管理課 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器保守業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
1,054,200

人事室 管理課 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　公務員給与事務提要　外２点の物品買入経費の支出について（２回目）
57,600

人事室 管理課 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用インターネット回線使用料の支出について（２月分）
92,450

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
2,452,143

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
46,871,004

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　光電話料金の支出について（２月分）
142,540

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
12,084,308

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
281,787,334

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
8,020,762

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
67,571,853

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
16,319,601

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
115,700

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
5,058,677

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
49,000,576

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
46,229,695

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
118,113,589

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
199,959,997

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
22,914,102

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
105,559,406

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
21,941,357

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
17,711,159

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
231,049,348
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人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
30,510,252

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
4,082,703

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
9,545,115

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,293,667

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
10,698,838

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
361,985

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
468,494

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
133,962

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
44,053

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
274,985

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
56,679

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
13,646,248

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
945,644

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
7,206,330

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
2,010,703

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
211,077

人事室 管理課 平成26年03月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
3,441,176

人事室 管理課 平成26年03月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
928,830

人事室 管理課 平成26年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
25,379,937

人事室 管理課 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
6,253,666

人事室 管理課 平成26年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
4,939,614

人事室 管理課 平成26年03月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
165,258

人事室 管理課 平成26年03月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
763,806

人事室 管理課 平成26年03月28日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
153,608

人事室 管理課 平成26年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年３月払　共済費事業主負担金の支出について
16,837,199

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
34,836

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
580,600

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（２月分）
552,485

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
1,108,946

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
4,759,469

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
31,933

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
2,746,238

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
98,702

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
133,538

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
359,972

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
717,041

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
2,589,476

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
249,658

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
3,573,593

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
203,210

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
801,228

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
426,741

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
130,635

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
69,672

人事室 管理課 平成26年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
31,933

人事室 管理課 平成26年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
978,311

人事室 管理課 平成26年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
101,605

人事室 管理課 平成26年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年２月分厚生年金健康保険料の納付について
98,702
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人事室 職員人材開発センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 職員人材開発センター平成２５年度１月分電気料金の支出について
537,423

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成25年度キャリア形成にかかる相談・啓発業務にかかる委託料の支出について（1月分）
179,454

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 所属研修支援用図書「大阪‐大都市は国家を超えるか」ほか１点買入にかかる経費の支出について
2,877

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度　夜間スキルアップ講座（行政職員等）に係る講師謝礼金の支出について（第１回）
23,040

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 「メンター制度導入による社員育成を考える研修」の受講にかかる受講料の支出について
50,400

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 平成25年度再任用職員研修にかかる講師謝礼金の支出について（第１回中間払い）
521,920

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度　夜間スキルアップ講座（行政職員等）の講師謝礼金の支出について（第2回完了）
24,000

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 所属・職場研修支援用　映像教材「みんなで築こう！信頼される職場」の購入にかかる経費の支出について
36,000

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 はなまる活動表彰制度にかかる副賞（缶バッジ）買入にかかる経費の支出について
48,750

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 平成25年度がんばる職員支援制度支援決定にかかる経費の支出について（建設局：下水事業会計）
30,000

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　備品修繕料 一般事務用５階大教室液晶プロジェクター修繕業務にかかる経費の支出について
98,700

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 平成25年度　広域職員研修「政策形成能力研修」参加にかかる特別旅費の支出について
1,640

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 平成２５年度阿倍野防災拠点２月請求分水道料金の支出について
79,409

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２５年度阿倍野防災拠点２月請求分水道料金の支出について
8,181

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 平成２５年度阿倍野防災拠点２月請求分水道料金の支出について
49,040

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 平成25年度再任用職員研修にかかる講師謝礼金の支出について（第２回中間払い）
275,760

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成25年度キャリア形成にかかる相談・啓発業務にかかる委託料の支出について（２月分）
179,454

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度事業担当主事補共通実務研修(３期生３月分)の実施に係る講師謝礼金の支出について（第１回）
83,240

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金の支出について（２月分）
7,817

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金の支出について（２月分）職員人材開発センター契約分
27,946

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託にかかる経費の支出について
2,641,700

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（２月分）の支出について
120,432

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（２月分）の支出について
46,431

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託にかかる経費の支出について
1,012,035

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託にかかる経費の支出について
2,205,390

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（２月分）の支出について
84,152

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（２月分）の支出について
83,985

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託にかかる経費の支出について
2,246,875

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 職員人材開発センター平成２５年度２月分電気料金の支出について
480,100

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用インターネット回線使用料の支出について（２月分）
17,640

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話回線使用料の支出について（２月分）
14,113

人事室 職員人材開発センター 平成26年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（２月分）
152,145

経済戦略局 総務課 平成26年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 総務課事務用　地方自治関係実例判例集外１点の購入経費の支出について
16,500

経済戦略局 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　建物修繕料 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟庁舎電話配線等修繕にかかる経費に支出について
21,000

経済戦略局 総務課 平成26年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　建物修繕料 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟庁舎電話交換機等修繕にかかる経費の支出について
21,000

経済戦略局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（１月分）
6,804

経済戦略局 総務課 平成26年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（２月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（１月分）
28,060

経済戦略局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（１月分）
161,386

経済戦略局 総務課 平成26年03月07日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,160

経済戦略局 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 平成25年10月13日実施採用試験に係る試験官交通費の支出について
580

経済戦略局 総務課 平成26年03月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 平成25年10月13日実施採用試験に係る試験官交通費の支出について
420

経済戦略局 総務課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用掃除機の購入経費の支出について
11,760

経済戦略局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、１月分）の支出について
9,678

経済戦略局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用　特別参与報酬（平成26年1月）の支出について
17,460

経済戦略局 総務課 平成26年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用　特別参与報酬（平成26年1月）の支出について
30,600

経済戦略局 総務課 平成26年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 総務課事務用　積算資料の購入経費の支出について(平成25年10月～平成26年3月)
10,350

経済戦略局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎ねずみ及び衛生害虫駆除業務委託にかかる経費の支出について
49,350
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経済戦略局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
61,033

経済戦略局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（２月分）
240,125

経済戦略局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境カラープリンター一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
19,096

経済戦略局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（２月分）
40,661

経済戦略局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
161,502

経済戦略局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
68,439

経済戦略局 総務課 平成26年03月20日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（１月分）
6,804

経済戦略局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（２月分）
20,860

経済戦略局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（２月分）
226,730

経済戦略局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（２月分）
473,710

経済戦略局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（２月分）
9,156

経済戦略局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（２月分）
95,087

経済戦略局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（２月分）
525

経済戦略局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局庁舎（O's棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（２月分）
1,050

経済戦略局 総務課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（３月分）
2,297,087

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
420

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
250

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
640

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
800

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,160

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
240

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
138

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,400

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,280

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
140

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
690

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
750

経済戦略局 総務課 平成26年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,050

経済戦略局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
5,313

経済戦略局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
10,076

経済戦略局 総務課 平成26年03月28日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,480

経済戦略局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話代（ITM棟）の支出について（２月分）
43,104

経済戦略局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
72,850

経済戦略局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（２月分）の支出について
97,032

経済戦略局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話代（O's棟）の支出について（２月分）
89,490

経済戦略局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話代（ITM棟、FAX分）の支出について（２月分）
3,231

経済戦略局 総務課 平成26年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 大学整備費 整備推進費 貸付金　貸付金 平成２５年度大阪市公立大学法人大阪市立大学貸付金の支出について
1,072,000,000

経済戦略局 施設整備課 平成26年03月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 ESCO事業（大阪プール）省エネルギーサービス業務委託の経費の支出について（10月～12月分　第3回中間払い）
4,730,197

経済戦略局 施設整備課 平成26年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 ESCO事業（真田山プール等）省エネルギーサービス業務委託の経費の支出について（10月～12月分　第3回中間払い）
1,768,950

経済戦略局 施設整備課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 施設整備用「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成２５年版」外７点買入にかかる支出について
31,395

経済戦略局 施設整備課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる２月分の支出について
6,084

経済戦略局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 施設整備課事務用市内出張交通費にかかる２月分の支出について
47,113

経済戦略局 施設整備課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 保守用大阪市立大阪プールろ過装置整備業務委託費の支出について
10,017,000

経済戦略局 国際課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）市内出張等交通費の支出について（１０～１２月分）
5,695

経済戦略局 国際課 平成26年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 「スマートエネルギーＷｅｅｋ　２０１４」への参加及び「ミラノ万博シンポジウム」への参加にかかる出張旅費の支出について
90,180
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経済戦略局 国際課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 在関西総領事等との意見交換会及びレセプションの実施にかかる経費の支出について
90,000

経済戦略局 国際課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 OSAKA留学生ネットのサーバ借入（ホスティングサービス）に係る経費の支出について（２月分）
18,900

経済戦略局 国際課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 在関西総領事等との意見交換会及びレセプションの実施にかかる経費の支出について
44,100

経済戦略局 国際課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際課経済交流担当市内等出張交通費（1月分）の支出について
5,600

経済戦略局 国際課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 報償費　報償金 「第１回 大阪見本市誘致強化検討会」にかかる講師謝礼金の支出について
51,980

経済戦略局 国際課 平成26年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際課経済交流担当市内等出張交通費２月分の支出について
8,187

経済戦略局 国際課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 外賓贈呈用記念品(銘々皿1枚組)買入に係る経費の支出について
231,000

経済戦略局 企画課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１月分）
31,264

経済戦略局 企画課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　使用料 企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託長期継続にかかる支出について（平成26年2月分）
236,250

経済戦略局 観光課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（１０月追加分）
7,092

経済戦略局 観光課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬（１２月分）の支出について
17,460

経済戦略局 観光課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬（１２月分）の支出について
8,730

経済戦略局 観光課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬等（１２月分）の支出について
17,460

経済戦略局 観光課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬（１２月分）の支出について
8,730

経済戦略局 観光課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 天王寺動植物公園の魅力向上検討にかかる特別参与への報酬等（１２月分）の支出について
3,100

経済戦略局 観光課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　統合型リゾート（IR）候補地検討にかかる東京への出張命令及び同経費の支出について
28,020

経済戦略局 観光課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　統合型リゾート（IR）候補地検討にかかる東京への出張命令及び同経費の支出について
28,020

経済戦略局 観光課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　統合型リゾート（IR）候補地検討にかかる東京への出張命令及び同経費の支出について
28,390

経済戦略局 観光課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用　関西メガセール推進事業にかかる分担金の支出について
3,194,000

経済戦略局 観光課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（１２月分）
138,627

経済戦略局 観光課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　姫路市立城郭研究室および姫路城への旅費の支出について
6,940

経済戦略局 観光課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　九州新幹線で関西へ行こう！観光キャンペーンへの出張及び同経費の支出について
36,940

経済戦略局 観光課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　九州新幹線で関西へ行こう！観光キャンペーンへの出張及び同経費の支出について
44,540

経済戦略局 観光課 平成26年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（１１月分）
143,679

経済戦略局 観光課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　統合型リゾート（IR）候補地検討にかかる東京への出張命令及び同経費の支出について
28,460

経済戦略局 観光課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　統合型リゾート（IR）候補地検討にかかる東京への出張命令及び同経費の支出について
28,180

経済戦略局 観光課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　天王寺動植物公園の魅力向上等にかかる東京への出張及び同経費の支出について
27,680

経済戦略局 観光課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（3月分）の支出について
179,448

経済戦略局 文化課 平成26年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（能楽文化振興協会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（大和座狂言事務所）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（大阪第一合唱団）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（うわの空・藤志郎一座）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（劇団息吹）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（平野区コミュニティ協会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（日本センチュリー交響楽団）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　芸術活動振興事業助成金（上半期）説明会会場使用料の支出について
14,100

経済戦略局 文化課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（あさの＠しょーいち堂）
500,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（劇団レトルト内閣）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（劇団未来）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 報償費　報償金 大阪城天守閣収集資料評価にかかる報償金の支出について（平成２６年１月２８日評価分）
48,015

経済戦略局 文化課 平成26年03月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 負担金、補助及交付金　分担金 文化振興用　財団法人地域創造に対する分担金の支出について
28,079,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　文部科学省外1箇所への管外出張旅費の支出について（東京都）
28,180

経済戦略局 文化課 平成26年03月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　文部科学省外1箇所への管外出張旅費の支出について（東京都）
28,180

経済戦略局 文化課 平成26年03月12日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 負担金、補助及交付金　分担金 博物館施設改修事業用大阪歴史博物館共有ブライン熱源ポンプ（Ａ－ＰＢ－００１）補修分担金の支出について
332,010

経済戦略局 文化課 平成26年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（空晴）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 新美術館研究資料用　海外雑誌買入にかかる支出について（２月分）
92,085

経済戦略局 文化課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（あみゅーず・とらいあんぐる）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 新美術館建設準備室所蔵作品撮影業務委託の支出について
510,825
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経済戦略局 文化課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 近代美術館（仮称）美術作品等管理・学術研究用電子計算機処理システム借入にかかる支出について（２月分）
13,230

経済戦略局 文化課 平成26年03月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 平成25年度　青少年芸術体験事業（歌舞伎）実施業務委託経費の支出について
4,935,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１０月分）
41,279

経済戦略局 文化課 平成26年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１１月分）
33,992

経済戦略局 文化課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,583

経済戦略局 文化課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
780

経済戦略局 文化課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
280

経済戦略局 文化課 平成26年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（第４７４回定期演奏会）
5,584,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（第４７２回定期演奏会）
3,885,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（第４７３回定期演奏会）
7,036,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（２月分）
577

経済戦略局 文化課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（２月分）
997

経済戦略局 文化課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（茶ばしら、）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 公益財団法人文楽協会補助金（集客数連動型文楽振興補助）の支出について
21,661,066

経済戦略局 文化課 平成26年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　通信運搬費 美術品運搬等業務委託ー２の支出について
1,753,500

経済戦略局 文化課 平成26年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 サントリーポスターコレクション作品保管業務委託にかかる支出について（2月分）
833,304

経済戦略局 文化課 平成26年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 近代美術館（仮称）美術作品保管業務委託にかかる支出について（2月分）
1,612,800

経済戦略局 文化課 平成26年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成25年度「能狂言鑑賞会」企画運営業務委託経費の支出について
2,807,500

経済戦略局 文化課 平成26年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報償費　報償金 博物館群文化連携事業　ブレーカープロジェクト関連企画トークイベント「10年後の大阪～“地域×アート”の未来を描く」の出演者報償金の支出について
97,710

経済戦略局 文化課 平成26年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 新美術館研究資料用　国内雑誌の支出について（2月分）
26,794

経済戦略局 文化課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 蛍光ペン外27点の購入にかかる経費の支出について
181,100

経済戦略局 文化課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市芸術活動振興事業助成金の支出について（時間堂）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　市内出張等交通費の支出について（２月分）
19,833

経済戦略局 文化課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　全国美術館会議第28回学芸員研修会参加に伴う管外出張旅費の支出について（東京都）
28,100

経済戦略局 文化課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　文部科学省外1箇所への管外出張旅費の支出について（東京都）
28,580

経済戦略局 文化課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　文部科学省外1箇所への管外出張旅費の支出について（東京都）
28,580

経済戦略局 文化課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 蛍光ペン外27点の購入にかかる経費の支出について
41,967

経済戦略局 文化課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 文化振興事業用　コンサートホールに関する検討調査業務委託経費の支出について
1,900,500

経済戦略局 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
31,895

経済戦略局 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
25,714

経済戦略局 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
26,507

経済戦略局 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　朝日新聞・日本経済新聞（７月～９月分）購読経費の支出について
74,772

経済戦略局 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　朝日新聞・日本経済新聞（４月～６月分）購読経費の支出について
99,696

経済戦略局 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　読売新聞（７月～９月分）購読経費の支出について
35,325

経済戦略局 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　朝日新聞・日本経済新聞（10月～12月分）購読経費の支出について
74,772

経済戦略局 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　読売新聞（10月～12月分）購読経費の支出について
35,325

経済戦略局 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　読売新聞（4月～6月分）購読経費の支出について
47,100

経済戦略局 文化課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（2月分）の支出について
135,071

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地用　企業情報収集及びセミナー運営にかかる出張命令（2/14）及び旅費の支出について
28,420

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地用　企業情報収集にかかる出張命令（2/17）及び旅費の支出について
28,800

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地用　企業情報収集及びセミナー運営にかかる出張命令（2/14）及び旅費の支出について
28,230

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地課企業誘致担当及び特区担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年１０月分）
19,080

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地課企業誘致担当及び特区担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年11月分）
13,888

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 企業立地課企業誘致担当及び特区担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年11月分）
3,030

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 企業立地課企業誘致担当及び特区担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年１０月分）
5,140

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地用　企業情報収集にかかる出張命令（2/26-27）及び旅費の支出について
37,980

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地用　企業情報収集にかかる出張命令（2/27-28）及び旅費の支出について
37,510

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地課企業誘致担当及び特区担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
15,310
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経済戦略局 企業立地課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 企業立地課企業誘致担当及び特区担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年12月分）
8,170

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国に対する「国家戦略特区」提案内容の説明に係る管外出張旅費の支出について
28,020

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国に対する「国家戦略特区」府市提案内容の説明に係る管外出張旅費の支出について
84,060

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（２月分）
74,676

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 企業立地課用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（２月分）
3,150

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス（企業立地課事務所用）の提供にかかる経費の支出について（２月分）
6,804

経済戦略局 企業立地課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 企業立地課用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（２月分）
15,567

経済戦略局 事業創出課 平成26年03月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 成長産業分野における事業化プロジェクト支援事業にかかる支出について（４回目／全４回）
30,769,954

経済戦略局 事業創出課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度「クリエイティブ産業創出・育成支援事業」プロポーザル方式に係る有識者会議の報償金の支出について（平成26年2月14日開催分）
39,790

経済戦略局 事業創出課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度「ソフト産業プラザ」プロポーザル方式に係る有識者会議の報償金の支出について（平成26年2月14日開催分）
38,910

経済戦略局 事業創出課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（３月分）
392,643

経済戦略局 事業創出課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出課業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１月分）
19,840

経済戦略局 事業創出課 平成26年03月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年3月分）
2,667,357

経済戦略局 事業創出課 平成26年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度「成長産業分野における事業化プロジェクト支援事業～大阪トップランナー育成事業～」プロポーザル方式に係る有識者会議にかかる報償金の支出について
65,290

経済戦略局 事業創出課 平成26年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成26年2月分）の支出について
268,313

経済戦略局 事業創出課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 事業創出課事務用デジタルカメラほか２０点の購入経費の支出について
34,835

経済戦略局 事業創出課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度成長産業分野における事業化プロジェクト支援事業（大阪トップランナー育成事業）推進のための第2回有識者会議にかかる報償金の支出について
60,185

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市大規模小売店舗立地審議会議事録作成業務にかかる支出について（9月9日開催分）
39,900

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 浪速購買施設東側出入口自動ドア修繕一式にかかる経費の支出について
21,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もとゆとり健康創造館機械警備業務にかかる委託料の支出について（1月分）
33,838

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もとゆとり健康創造館内電気代（平成２６年１月２１日～２月１８日分）の支出について
22,100

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もとゆとり健康創造館第２駐車場電気代（平成２６年１月２１日～２月１８日分）の支出について
4,082

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 消火器ほか１点（第３浪速東（北）工場アパート）買入経費の支出について
5,722

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 報償費　報償金 大阪市地域農業再生協議会幹事会にかかる報償金の支出について（2月20日開催）
7,600

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 報償費　報償金 大阪市地域農業再生協議会幹事会にかかる報償金の支出について（2月20日開催）
7,300

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 報償費　報償金 大阪市地域農業再生協議会幹事会にかかる報償金の支出について（2月20日開催）
7,200

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 報償費　報償金 大阪市地域農業再生協議会幹事会にかかる報償金の支出について（2月20日開催）
7,660

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 報償費　報償金 大阪市地域農業再生協議会幹事会にかかる報償金の支出について（2月20日開催）
7,520

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月12日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 ものづくり人材育成事業（職業講話）の実施にかかる講師謝礼の支出について（2月14日新豊崎中学校）
22,800

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（2月17日分）
151,320

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　費用弁償 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（2月17日分）
7,030

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 負担金、補助及交付金　分担金 桜川小売市場民営活性化事業施設建物管理にかかる経費の支出について
5,544

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　其他委員等旅費 地域産業課業務にかかる市内出張交通費の支出について（嘱託職員：２月分）
1,210

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（地域・工業）業務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
29,687

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　光熱水費 第３浪速東（北）工場アパート電気代（平成２６年２月分）の支出について
2,032

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 もと玉出公設市場機械警備業務委託にかかる支出について(１～２月分)
99,750

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 もと購買施設（西成区）・もと北津守の里機械警備業務委託にかかる支出について(１～２月分)
79,728

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 旅費　費用弁償 産業振興部嘱託職員にかかる通勤交通費の支出について
1,968

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 報償費　報償金 都市農業シンポジウムにかかる報償金の支出について（2月25日開催）
114,160

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もと購買施設（西成区）・もと北津守の里電気料の支出について（26年2月3日～3月2日使用分）
1,237

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 「産業立地」買入（平成２５年４月～平成２６年３月）にかかる経費の支出について
11,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場）業務にかかる市内出張旅費の支出について（平成２５年１２月分）
1,760

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場）業務にかかる市内出張旅費の支出について（平成２５年１２月分）
62,651

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪皮革産業会館建物明渡請求事件にかかる和解金頭金の支出について
24,900,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 今里小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について(１～３月分)
4,989,377

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市大規模小売店舗立地審議会議事録作成業務にかかる支出について（2月17日開催分）
17,850

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年２月分）
2,880

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年２月分）
4,840
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経済戦略局 地域産業課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年２月分）
1,260

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年２月分）
7,816

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年２月分）
1,200

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場）業務にかかる市内出張旅費の支出について（平成２６年２月分）
460

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場）業務にかかる市内出張旅費の支出について（平成２６年２月分）
54,794

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場）業務にかかる市内出張旅費の支出について（平成２６年１月分）
53,686

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場）業務にかかる市内出張旅費の支出について（平成２６年１月分）
3,700

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 第３浪速東（南）工場アパートトイレ手洗い洗面器排水管他修繕にかかる費用の支出について
40,950

経済戦略局 地域産業課 平成26年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もと購買施設（西成区）・もと北津守の里土地利用履歴等調査業務委託にかかる経費の支出について
357,000

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 全国特定市計量行政協議会全国会議及び役員会議並びに全国計量行政会議への出張経費の支出について
72,640

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所庁舎用トイレットペーパーほか１点の買入にかかる経費の支出について
23,068

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用　複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（１月分）
5,414

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用クリアーファイルほか６点の買入にかかる経費の支出について
25,110

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用　「日本農林規格品質表示基準・食品編」追録２８０号　外１点買入にかかる支出について
10,248

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（１月分）
6,804

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
14,689

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 「日本農林規格品質表示基準・食品編」追録２８１・２８２号買入にかかる経費の支出について
7,056

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用試買検査の実施及び同所要経費の支出について
18,500

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（２月分）
2,046

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（２月分）
4,056

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（２月分）
48,300

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（２月分）
21,882

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 基準器検査の受検及び同所要経費の支出について（平成25年度　基準台手動はかり）
2,660

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎管理維持管理用　電気料金の支払いについて（２月分）
121,688

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
11,304

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所庁舎管理用差動式スポット型感知器の購入に係る支出について
10,710

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用　複写サービス提供料（コピー代金）経費の支出について（２月分）
6,307

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（２月分）
6,804

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（２月分）
140

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　損害保険料 計量器定期検査業務用　なにわ８８す４５０９（計量検査車）の車検に伴う自賠責保険料の支出について
34,900

経済戦略局 計量検査所 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 公課費　公課費 計量器定期検査業務用　なにわ８８す４５０９（計量検査車）の車検に伴う自動車重量税の支出について
60,000

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(１月分)の支出について
12,077

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に伴う消耗品費の支出について（１２月分）
10,306

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（１月分）
6,804

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に伴う消耗品費の支出について（１２月分）
15,850

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成26年1月実施分・平野区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成26年1月実施分・城東区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成26年1月実施分・旭区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成26年1月実施分・西区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成26年1月実施分・住之江区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成26年1月実施分・住吉区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成26年1月実施分・生野区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 コミュニティビジネス等促進事業【ＣＢ（コミュニティビジネス）／ＳＢ（ソーシャルビジネス）講座】の実施に伴う報償金の支出について
45,600

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成26年1月実施分・鶴見区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成25年度 地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）に伴う報償金の支出について（平成26年1月実施分・阿倍野区）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(２月分)の支出について
5,542

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（２月分）
120

経済戦略局 企業支援課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（２月分）
7,320
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経済戦略局 金融課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 金融課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２５年１２月分）
16,032

経済戦略局 金融課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 負担金、補助及交付金　信用保証協会補助金 大阪市信用保証協会に対する補助金の交付について（３回目/全４回）
2,215,238,091

経済戦略局 金融課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 負担金、補助及交付金　信用保証協会補助金 大阪市信用保証協会に対する補助金の交付について（３回目/全４回）
771,380

経済戦略局 金融課 平成26年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報償費　報償金 大阪市信用保証協会合併にかかる法律相談の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年２月２４日相談分）
31,500

経済戦略局 金融課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 金融課事務用　文房具買入の経費にかかる支出について
33,075

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2013にかかる会場使用料の支出について（舞洲アリーナ）
131,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2013にかかる会場使用料の支出について（東淀川ＳＣ・淀川ＳＣ・住之江ＳＣ・此花ＳＣ・東淀川体育館）
155,620

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（1月分）
1,097,250

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（南恩加島小学校）
35,580

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（今宮中学校）
34,940

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2013にかかる会場使用料の支出について（生野スポーツセンター）
36,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 総合型育成事業　交流イベントにかかる報償金（6名分）の支出について
188,260

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 スポーツ部事務用　市内出張等交通費（１月分）の支出について
78,428

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2013にかかる会場使用料の支出について（浪速スポーツセンター）
58,360

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度市長杯市民駅伝競走大会にかかる経費の支出について
350,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

負担金、補助及交付金　分担金 ２０１４大阪市姉妹都市ユースサッカー大会の経費の支出について
2,000,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 平成26年度市民レクリエーションセンタースポーツ教室及びウオーキングイベント企画運営業務プロポーザルにかかる有識者会議委員報償金の支出について
48,015

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2013にかかる会場使用料の支出について（西・西成・福島・中央・平野・都島スポーツセンター）
197,280

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（11月～12月分、セレッソ大阪）
516,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 大阪市立スポーツ施設平成24年度指定管理者評価委員会の委員報償金の支出について
16,005

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市スポーツ情報・施設利用ネットワークシステムに係る電子媒体等警備輸送業務委託の支出について（2月分）
61,173

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（2月分）
1,829,205

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　普通旅費 競技スポーツ用公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会訪問調査に係る管外出張旅費の支出について
28,420

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（２月分）の支出について
82,390

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2013にかかる会場使用料の支出について（イーグルボウル）
28,320

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2013にかかる会場使用料の支出について（修道館・弓道場）
40,800

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（３月分）
13,495,020

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（２月分）の支出について
91,982

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（２月分）の支出について
1,320

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 大阪市立スポーツ施設平成２５年度指定管理者評価委員会の委員報償金の支出について
16,005

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（2月分）
1,097,250

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

補償、補填及賠償金　賠償金 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器4機種長期借入の一部解約に伴う損害賠償金の支出について
3,060,684

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

補償、補填及賠償金　賠償金 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式長期借入の一部解約にかかる損害賠償金の支出について
45,892,386

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用産経新聞（4月～6月分）購読経費にかかる支出について
47,100

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用産経新聞（10月～12月分）購読経費にかかる支出について
35,325

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用毎日新聞（7月～9月分）購読経費にかかる支出について
35,325

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用産経新聞（7月～9月分）購読経費にかかる支出について
35,325

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用毎日新聞（4月～6月分）購読経費にかかる支出について
47,100

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用毎日新聞（10月～12月分）購読経費にかかる支出について
35,325

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
700

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム用　回線使用料(2月分)支出について
457,527

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度大阪市都島センタービル建物修繕費のうち都島スポーツセンター負担分の経費の支出について
238,287

経済戦略局 スポーツ課 平成26年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度大阪市都島センタービル統括管理業務費・事務費のうち都島スポーツセンター負担分の経費の支出について
806,990

経済戦略局 南港市場 平成26年03月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１月分）
15,365

経済戦略局 南港市場 平成26年03月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　損害保険料 現場作業用散水車にかかる自動車損害賠償責任保険料の支出について
19,910

経済戦略局 南港市場 平成26年03月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ブリスケットソー（ＭＧ－１Ｅ）部品外４点購入経費の支出について
997,500

経済戦略局 南港市場 平成26年03月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用フットカッター（ＨＴＣ－８０）部品外５点購入経費の支出について
882,000

経済戦略局 南港市場 平成26年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用足場外１点の購入経費の支出について
18,900
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経済戦略局 南港市場 平成26年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用電子温度調節器外３４点の購入費の支出について
460,929

経済戦略局 南港市場 平成26年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用チェーンソー用部品外２６点の購入経費の支出について
1,323,777

経済戦略局 南港市場 平成26年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 備品購入費　機械器具費 施設管理用足場外１点の購入経費の支出について
264,600

経済戦略局 南港市場 平成26年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 備品購入費　機械器具費 施設管理用チェーンソー用部品外２６点の購入経費の支出について
84,000

経済戦略局 南港市場 平成26年03月12日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 報償費　報償金 市場管理用リーガルチェック（南港市場活性化検討にかかる諸課題）にかかる報償費の支出について
165,600

経済戦略局 南港市場 平成26年03月13日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場部分肉処理設備その他改修工事費の支出について
17,850,000

経済戦略局 南港市場 平成26年03月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ソケット外２３点の購入経費の支出について
469,980

経済戦略局 南港市場 平成26年03月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用食品機械用オイル外２４点の購入経費の支出について
342,300

経済戦略局 南港市場 平成26年03月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
8,000

経済戦略局 南港市場 平成26年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託費の支出について（2月分）
830,550

経済戦略局 南港市場 平成26年03月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用南港市場施設維持管理業務委託費の支出について（2月分）
2,759,925

経済戦略局 南港市場 平成26年03月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（2月分）
4,358,456

経済戦略局 南港市場 平成26年03月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用南港市場施設維持管理業務委託費の支出について（2月分）
1,320,900

経済戦略局 南港市場 平成26年03月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託費の支出について（2月分）
339,150

経済戦略局 南港市場 平成26年03月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用南港市場施設維持管理業務委託費の支出について（2月分）
2,367,750

経済戦略局 南港市場 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
10,548

経済戦略局 南港市場 平成26年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（2月分）
131,670

経済戦略局 南港市場 平成26年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用酸素ガス充填外３点の購入経費の支出について
29,190

経済戦略局 南港市場 平成26年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 施設管理用アセチレンガス容器耐圧試験外１点の経費の支出について
9,345

経済戦略局 南港市場 平成26年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場中央監視業務委託費の支出について（２月分）
1,655,850

経済戦略局 南港市場 平成26年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
57,196

経済戦略局 南港市場 平成26年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
3,039

経済戦略局 南港市場 平成26年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用カラープリンタ長期借入経費の支出について（２月分）
1,680

経済戦略局 南港市場 平成26年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（２月分）
11,067

経済戦略局 南港市場 平成26年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場汚水・汚物処理施設運転管理委託の実施及び同経費の支出について（２月分）
5,007,450

経済戦略局 南港市場 平成26年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用結さつクリップの購入経費の支出について
793,800

経済戦略局 南港市場 平成26年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（2月分）
7,688,820

経済戦略局 南港市場 平成26年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（2月分）
428,232

経済戦略局 南港市場 平成26年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託費の支出について（２月分）
1,097,250

経済戦略局 南港市場 平成26年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託費の支出について（２月分）
535,500

経済戦略局 南港市場 平成26年03月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 報酬　其他委員等報酬 市場管理用第15回大阪市中央卸売市場南港市場運営協議会出席にかかる委員報酬の支出について
13,095

経済戦略局 南港市場 平成26年03月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（２月分）
29,984

経済戦略局 南港市場 平成26年03月26日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場内臓処理室シュートその他改修工事費の支出について
8,964,900

経済戦略局 南港市場 平成26年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用胸付前掛の購入経費の支出について（第2回）
390,075

経済戦略局 南港市場 平成26年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用合羽ズボンの購入経費の支出について（第2回）
661,500

経済戦略局 南港市場 平成26年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用シュレッダー購入経費の支出について
179,760

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（２月分）
13,074

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ウェルソー４０４用部品７外１４点の購入経費の支出について
379,050

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用着脱装置付汚物用水中ポンプ外２点の購入経費の支出について
439,950

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用ワイヤレスアンプ外２点の購入費の支出について
121,800

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用月刊積算資料外１４点購入経費の支出について（１１月分）
7,067

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用スモールローラー外１５点の購入経費の支出について
201,201

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用充電式インパクトドライバー外１７点の購入経費の支出について
259,938

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用防水ベルト外１点の購入経費の支出について
356,580

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻） 終処分にかかる所要経費の支出について（第11回）
16,170

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（1月分）
190,607

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん） 終処分にかかる所要経費の支出について（第11回）
16,170

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（2月分）
984,186
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経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託費の支出について（２月分）
2,123,333

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場受変電設備オーバーホール委託費の支出について
2,919,000

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（2月分）
988,750

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託費の支出について（２月分）
2,243,745

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物(燃え殻・ばいじん)収集運搬業務委託費の支出について（2月分）
37,800

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（2月分）
4,763,966

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（２月分）
4,830

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 公課費　公課費 平成２５年度分消費税中間納付の支出について
2,126,200

経済戦略局 南港市場 平成26年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場各所建具改修工事費の支出について
2,164,050

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の制度設計等に関する状況説明に係る出張旅費の支出について（平成26年2月7日）
85,800

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用　市内等出張交通費の支出について（１２月分）
86,708

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局広報事務用　無線通信経費の支出について（１月分）
3,091

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 委託料　委託料 庁内情報利用パソコン（74台）保守業務委託に係る経費の支出について
660,450

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（２７台）借入経費の支出について（長期継続契約）【２月分】
37,887

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（７４台）借入（再リース）経費の支出について【２月分】
13,675

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 法令改正等についての意見交換に係る出張について（平成26年2月26日）
168,520

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
82,130

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 委託料　委託料 点字版「大阪府・大阪市特別区設置協議会だより」第２号・第３号 制作業務委託に係る経費の支出について
244,300

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用　市内出張等交通費の再支出について（１２月分）
1,080

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用市内出張等交通費の支出について（９月追加分）
300

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　料金後納郵便経費の支出について（２月分）
8,750

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　返信用切手購入経費の支出について
1,920

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（12月追加分）
233,770

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（1月分）
61,110

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（12月追加分）
26,190

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（11月追加分）
51,895

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（12月追加分）
353,878

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月追加分・その2）
26,190

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月追加分・その2）
78,570

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（11月追加分）
34,920

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（1月分）
184,979

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報償費　報償金 第3回大阪府知事・大阪市長による府市再編に関する有識者ヒアリングにおける招聘者の報償金の支出について
61,350

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報償費　報償金 第1回大阪府知事・大阪市長による府市再編に関する有識者ヒアリングにおける招聘者の報償金の支出について
33,670

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月追加分・その2）
66,725

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（1月分）
5,190

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（12月追加分）
141,361

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月追加分・その2）
18,575

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（11月追加分）
14,050

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（11月追加分）
1,900

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（12月追加分）
18,196

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（1月分）
35,600

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（12月追加分）
126,733

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080CPS）代の支出について（２月分）
25,572

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080 CPS）代の支出について（２月分）
33,366

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　C4470）代の支出について（２月分）
16,284

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）代の支出について（２月分）
21,684


