
平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 公文書館管理事務用　非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償の支出について
10,463

総務局 公文書館 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託料の支出について（６月分）
6,480

総務局 公文書館 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
122,438

総務局 公文書館 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（６月分）
5,778

総務局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 一般事務用　平成26年度大都市事務管理主管者会議にかかる分担金の支出について
4,000

総務局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（５月分）
6,720

総務局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市市長会　窓口・財政担当局長合同会議等の出張旅費の支出について
28,840

総務局 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,800

総務局 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,840

総務局 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
82

総務局 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
13,132

総務局 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
164

総務局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」の開催及び同経費の支出について（第43回、44回）
190,120

総務局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」の開催及び同経費の支出について（第40回）
71,295

総務局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」の開催にかかる経費の支出について（第41回、42回）
166,355

総務局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」の開催及び同経費の支出について（第40回）
360

総務局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」の開催にかかる経費の支出について（第41回、42回）
1,320

総務局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」の開催及び同経費の支出について（第43回、44回）
1,680

総務局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 地方分権改革シンポジウム～個性を活かし自立した地方をつくる～の出張旅費の支払いについて
28,840

総務局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 不当労働行為事件（組合事務所貸与）に係る立替実費（交通費）の支出について
58,020

総務局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 指定都市関係事務に係る職員公舎用建物賃借の不動産賃借料の支払いについて（平成26年８月分）
131,000

総務局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 庁舎管理事務用　不当労働行為事件（組合事務所貸与）ほか１件の調査に伴う出頭に係る出張旅費の支出について
58,160

総務局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第40回）
19,180

総務局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎ターボ冷凍機制御用センサー保護管修繕にかかる所要経費の支出について
449,280

総務局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
655,510

総務局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（６月分）
320,967

総務局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（６月分）
13,154

総務局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（６月分）
2,296,759

総務局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
4,630,880

総務局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
1,343,520

総務局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市市長会　第２回制度担当課長会議の出張旅費の支払いについて
58,120

総務局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市市長会　行動計画担当課長会議の出張旅費の支払いについて
28,900

総務局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（6月分）
12,812,140

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
167,490

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
12,320

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
15,460

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
16,830

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
5,280

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
32,240

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
44,690

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
1,845,370

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
1,880

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
8,480

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
28,560

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
212,940

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
14,090

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
26,610

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
22,720
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総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
38,920

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
4,430

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
261,830

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
14,230

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
1,700

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
4,010

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
85,930

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
3,800

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
920

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
49,240

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
920

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
17,200

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
13,920

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
30,440

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
10,240

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
1,140

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
69,800

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
4,200

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
57,100

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
174,710

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
16,660

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
1,560

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
3,640

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
5,420

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
69,240

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
52,820

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
6,780

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
609,240

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
2,420

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
155,463

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
18,450

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
65,630

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
67,440

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
36,300

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
20,320

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
25,820

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
6,590

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
43,050

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
268,140

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
4,820

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
13,620

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
46,720

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
218,310

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
23,310

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
54,150

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
13,240

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
20,750

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
7,140
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総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
4,460

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
650

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
15,880

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
11,610

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
15,160

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
20,840

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
5,260

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
5,470

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
16,580

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
16,100

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
167,820

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
6,520

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
119,130

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
208,990

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
24,730

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
38,450

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
15,570

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
107,890

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
419,630

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
21,900

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
73,170

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
88,270

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
26,010

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
58,760

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
19,500

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
135,990

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
5,080

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
73,970

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
10,320

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
17,840

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
9,130

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
37,380

総務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
12,440

総務局 総務課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
11,150

総務局 総務課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
3,720

総務局 総務課 平成26年07月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その２）
23,990

総務局 総務課 平成26年07月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
920

総務局 総務課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
8,820

総務局 総務課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
3,840

総務局 総務課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（4～5月分　その１）
73,600

総務局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（６月分）
57,251

総務局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　新聞の購読にかかる経費の支出について（４～６月分）
185,913

総務局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（６月分）
6,720

総務局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（６月分）
22,634

総務局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
56,894

総務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（６月分）
7,226

総務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（6月分）
37,142

総務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（６月分）
31,918
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総務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（６月分）
1,216,862

総務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 地方分権改革推進事務に係る平成26年度関西広域連合負担金（７月請求分）の支払いについて（第２四半期）
8,402,000

総務局 行政課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「自治体法務サポート　行政不服審査の実務」（追録）の購入にかかる経費の支出について
5,988

総務局 行政課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第215回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
166,355

総務局 行政課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第216回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
166,355

総務局 行政課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務処理端末の賃貸借に係る経費の支出について（平成26年５月分）
7,560

総務局 行政課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第８回法規問題研究会の実施及び同経費の支出について（６月３日分）
34,200

総務局 行政課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第９回法規問題研究会の実施及び同経費の支出について（６月24日分）
34,200

総務局 行政課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用行政不服審査法関連三法に係る説明会への出張旅費の支出について
29,240

総務局 行政課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第217回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点の購入にかかる経費の支出について（４月分）
13,279

総務局 行政課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用地方公営企業関係法令実例集追録の購入について（第１回中間払い）
8,423

総務局 行政課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点の購入にかかる経費の支出について（４月・５月分）
96,929

総務局 行政課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（26年４月号）の購入に係る経費の支出について
1,220

総務局 行政課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（26年５月号）の購入に係る経費の支出について
1,255

総務局 行政課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「判例情報公開法」（追録）の購入に係る経費の支出について
13,576

総務局 行政課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「個人情報保護法の逐条解説　第４版」（ほか２件）の購入にかかる経費の支出について
9,936

総務局 行政課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点の購入にかかる経費の支出について（４月・５月分）
612,705

総務局 行政課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 派遣委託研修用自治大学校第１部・第２部特別課程第28期研修（通信研修オリエンテーション）への出席に係る経費の支出について
29,520

総務局 行政課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用にかかる経費の支出について（５月分）
49,766

総務局 行政課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 情報公開制度に係る法律相談の支出について(５月分)
10,800

総務局 行政課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
6,420

総務局 行政課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点買入にかかる経費の支出について（６月分）
8,125

総務局 行政課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費（プリント料金）の支出について（平成26年６月分）
7,394

総務局 行政課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（６月分）
383

総務局 行政課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（６月分）
677

総務局 行政課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る契約の支出について（長期契約）（26年６月分）
9,180

総務局 行政課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第218回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
7,282

総務局 行政課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成26年度市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（６月分）
279,000

総務局 行政課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務処理端末の賃貸借に係る経費の支出について（平成26年６月分）
7,560

総務局 行政課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用　文書管理システム用サーバ機器式　長期借入に係る経費の支出について（６月分）
8,861,400

総務局 行政課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（２６年６月分）
624

総務局 行政課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（26年６月号）の購入に係る経費の支出について
1,255

総務局 行政課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 文書管理事務用第61回大都市文書事務主管者会議に伴う分担金の支出について
4,000

総務局 行政課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（６月分）
16,350

総務局 行政課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線基本料の支払いについて（６月１日～６月30日使用分）
1,407

総務局 行政課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線使用料の支払いについて（６月１日～６月30日使用分）
6,231

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
11,394

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
1,458

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
3,240

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 情報処理センター運用管理用　電算消耗品（トナーカートリッジ計４点）の購入にかかる経費の支出について
207,252

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
31,050

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス一式　長期継続契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（５月分）
351,000

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
2,430

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
10,530

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
405
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総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
405

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
2,430

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（５月分）
1,204

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（４月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 スイッチングハブ（付属品を含む。）の買入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）
580,435

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（６月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
1,857

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページCMS用機器（再リース）の賃貸借にかかる経費の支出について（６月分）
241,855

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
1,774

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
770

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
1,042

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
1,584

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
1,549

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
24,840

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
1,310

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
26,460

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
1,159

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
1,016,280

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（４月分）
8,836

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
8,835

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
4,661

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（４月分）
4,660

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
667

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（４月分）
667

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（４月分）
1,063

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
1,063

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
29,199

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（４月分）
29,199

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（４月分）
4,175

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（５月分）
4,175

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 システム担当者研修業務委託にかかる経費の支出について（IT適正利用推進用）
950,400

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（６月分）
8,836

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務の経費の支出について（６月分）
1,177,783

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（６月分）
4,660

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（６月分）
667

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（６月分）
1,063

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（６月分）
29,199

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（６月分）
4,175

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
196,646

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
25,056

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
3,291

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
3,073

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（６月分）
17,104

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 参考図書（情報ネットワークの法律実務（加除式）追録第６６～６９号）の購入及び同経費の支出について（一般事務用）
7,628

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（第１四半期分）
13,527

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用iPad利用料の支出について(ＩＴ基盤管理用）6月分
4,863
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総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用Androidタブレット利用料の経費支出について（６月分）
3,843

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
3,935,088

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約の変更にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
3,017,520

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
4,720,680

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（６月分）
16,560,936

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
17,612,257

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（６月分）
4,731,696

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（６月分）
2,365,848

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（６月分）
36,948

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス一式　長期継続契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（６月分）
351,000

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）６月分
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（６月分）
2,856,126

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）６月分
2,275,599

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）６月分
2,145,528

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（６月分）
7,527

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について(６月分）
50,741

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（第１四半期）
37,188,396

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（６月分）
569,594

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（第１四半期）
10,625,256

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（６月分）
284,798

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（第１四半期）
5,312,628

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
11,394

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
1,458

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
3,888

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 情報処理センター運用管理用　電算消耗品（トナー）の購入の実施及び同経費の支出について
432,000

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
30,402

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
810

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
2,430

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
10,530

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
405

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
405

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
2,430

総務局 ＩＴ統括課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（６月分）の支出について
810

総務局 監察課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
9,630

総務局 監察課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（６月分）
38,281

総務局 監察課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（６月開催分）
427,770

総務局 監察課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用　参考書籍「内部統制の統合的枠組み〔ツール篇〕」ほか１冊にかかる経費の支出について
3,672

総務局 監察課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　図書購入費 監察関係事務用　参考書籍「内部統制の統合的枠組み〔ツール篇〕」ほか１冊にかかる経費の支出について
7,128

市民局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（５月分）
20,994

市民局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（４・５月分）
239,323

市民局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（４・５月分）
1,808,234

市民局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（４・５月分）
23,933

市民局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（４・５月分）
180,824

市民局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・６月分）の支出について
15,149

市民局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・６月分）の支出について
14,089

市民局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（３４箇所５月分）
31,177

市民局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（５月分）
1,620

市民局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（４月分）
1,620
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市民局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（５月分）
4,860

市民局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（４月分）
4,860

市民局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（４月分）
1,620

市民局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（４月分）
4,860

市民局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（５月分）
1,620

市民局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（５月分）
4,860

市民局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ　一般事務用　市内出張交通費の支出について（４月分）
10,784

市民局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借にかかる経費の支出について（４月分）
300,240

市民局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
300,240

市民局 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 委託料　委託料 市民交流センターなにわ外９センター管理運営業務に関する所要経費の支出について（第２四半期分）
68,328,000

市民局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　住民情報グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
12,826

市民局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　住民情報グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
576

市民局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 城東区複合施設建設に伴う公共下水道施設築造工事の施工承認申請にかかる事務監督費の支出について
83,647

市民局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと人権文化センターに係る電話料金（６月分）の支出について
21,495

市民局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 城東区複合施設建設に伴う公共下水道施設築造工事の施工承認申請にかかる事務監督費の支出について
62,607

市民局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 城東区複合施設建設に伴う公共下水道施設築造工事の施工承認申請にかかる事務監督費の支出について
8,992

市民局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 城東区複合施設建設に伴う公共下水道施設築造工事の施工承認申請にかかる事務監督費の支出について
14,422

市民局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンター用業務委託料（平成２６年５月分）の支出について
2,469,096

市民局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成26年6月分2回目）
82

市民局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（５月分）
32,408

市民局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（５月分）
1,188

市民局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 財産管理用：市内等出張交通費の経費の支出について（５月分）
10,932

市民局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（５月分）
31,347

市民局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（５月分）
2,522

市民局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（５月分）
2,952

市民局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ　一般事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
7,792

市民局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（５月分）
2,724

市民局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用レジスターに係る消耗品の購入及び同経費の支出について
2,916

市民局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用レジスターに係る消耗品の購入及び同経費の支出について
16,524

市民局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム運用保守業務委託経費の支出について（５月分）
7,854,300

市民局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・６月分）の支出について
45,719

市民局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・６月分）の支出について
31,679

市民局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外４施設機械警備業務委託の経費の支出について（４月分）
153,719

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　事務用品（電気機器・日用品類）買入にかかる経費の支出について
13,899

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　事務用品（ＯＡ機器類）買入にかかる経費の支出について
24,516

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　DocuPrint3100用ドラム／トナーカートリッジCT350872外３点買入にかかる経費の支出について
2,646

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　契約実務の要点（追録６２～６５号）の購入にかかる経費の支出について
9,080

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方財務事典追録の購入にかかる経費の支出について
4,115

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　事務用品(ゴム印)買入にかかる同経費の支出について
10,497

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　伸縮式ファイル外40点買入にかかる経費の支出について
85,610

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方公共団体　財務会計実務の要点追録（66～70号）の購入にかかる経費の支出について
8,100

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（６月分）
42,338

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　伸縮式ファイル外40点買入にかかる経費の支出について
143,023

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　DocuPrint3100用ドラム／トナーカートリッジCT350872外３点買入にかかる経費の支出について
40,608

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（６月分）
540

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（６月分）
933

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（６月分）
54

市民局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（６月分）
93
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市民局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（６月分）
25,878

市民局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（６月分）
6,032

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般管理用：総務グループ市内出張交通費の支出について（５月分）
7,370

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（３４箇所６月分）
33,351

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（６月分）
62,208

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用プリンタ一式借入経費の支出について（６月分）
147,722

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（６月分）
29,268

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム機器用共通ソフトウェア一式借入にかかる経費の支出について（６月分）
1,383,436

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用Ｔｈｉｎクライアント一式の借入経費の支出について（６月号）
502,286

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ・クライアント・プリンタ及び周辺機器一式の借入経費の支出について（６月分）
530,593

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用ネットワークスキャナ一式の借入経費の支出について（６月分）
8,704

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入にかかる経費の支出について（６月分）
81,000

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用端末機等一式借入にかかる経費の支出について（再リース・６月分）
1,650,240

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用サーバ等機器一式借入にかかる経費の支出について（再リース・６月分）
3,115,044

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
300,240

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
398,520

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置借入契約にかかる経費の支出について（６月分）
208,116

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（６月分）
44,755

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（従量電灯Ａ・６月分）の支出について
735

市民局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（定額電灯・６月分）の支出について
309

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
5,114

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器一式　借入にかかる経費の支出について
26,892

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　借入にかかる経費の支出について　②（視覚障がい者用）
21,772

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①
180,826

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　④（カラープリンタ）
22,334

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑥
119,432

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤
27,455

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③
42,262

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
222

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
17,425

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
4,276

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
1,034

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
11,509

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
1,072

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
246

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
1,548

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
880

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
1,042

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入経費の支出について（６月分）
856,380

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
164

市民局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
82

市民局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（６月分）
3,748

市民局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（６月分）
27,093

市民局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（６月分）
2,538

市民局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外４施設機械警備業務委託の経費の支出について（５月分）
143,640

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（平成26年4月～平成27年3月分）購読経費の支出について（第１四半期分）
12,111

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞外１件（平成26年4月～平成27年3月分）購読経費の支出について（第１四半期分）
25,638

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（６月分）
195,145
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市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（６月分）（市政改革室移管分）
19,477

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　印刷製本費 平成２５年度市民局決算説明書の作成にかかる経費の支出について
225,222

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費（５月分）の支出について
10,720

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（４月分）の支出について
21,268

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（６月分）
161,385

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（６月分）
20,994

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（６月分）
4,860

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（６月分）
1,620

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（６月分）
32,331

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報の業務目的外における不正な閲覧等の調査に関する外部通報窓口設置運営業務委託経費の支出について
162,000

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（６月分）
4,860

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（６月分）
1,620

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（６月分）
904,117

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（７月分）
1,569,888

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（６月分）
16,138

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（６月分）
1,224

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（７月分）
365,904

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（６月分）
90,412

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（平成26年４月～６月分）
840,330

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・７月分）の支出について
8,789

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・７月分）の支出について
13,896

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電話料金（７月分）の支出について
3,238

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（平成26年４月～６月分）
628,968

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（平成26年４月～６月分）
90,339

市民局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（平成26年４月～６月分）
144,885

市民局 消費者センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（6月4日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（6月4日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（６月１１日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用平成２６年度消費生活相談員研修専門・事例講座①に係る出張経費の支出について
37,200

市民局 消費者センター 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成26年5月分）
51,882

市民局 消費者センター 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
17,920

市民局 消費者センター 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員５月分１部）
22,564

市民局 消費者センター 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員５月分１部）
984

市民局 消費者センター 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用「詳解　特定商取引法の理論と実務（第３版）」購入にかかる経費の支出について
15,120

市民局 消費者センター 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 コンピュータ関係費用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（5月分）
6,998

市民局 消費者センター 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　会費 消費生活相談用平成２６年度消費生活相談員研修専門・事例講座②に係る受講料の支出について
1,460

市民局 消費者センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（6月14日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律に関する説明会にかかる出張旅費の支出について（一般事務用）
28,900

市民局 消費者センター 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（６月２４日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（６月１９日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（6月27日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成26年5月分）
3,450

市民局 消費者センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用大阪日日新聞購読料の支出について（平成26年4月分～平成26年6月分）
6,150

市民局 消費者センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成26年5月分）
71

市民局 消費者センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月1日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用読売新聞購読料の支出について（平成26年4月分～平成26年6月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
13,450

市民局 消費者センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（７月２９日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
21,800
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市民局 消費者センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（6月29日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 エルちゃんの“わん”デー講座にかかる講師謝礼の支出について（各種講座用・６月２７日実施分）
7,800

市民局 消費者センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞購読料の支出について（平成26年4月分～平成26年6月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用日本経済新聞購読料の支出について（平成26年4月分～平成26年6月分）
13,527

市民局 消費者センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用朝日新聞購読料の支出について（平成26年4月分～平成26年6月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用産経新聞購読料の支出について（平成26年4月分～平成26年6月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年6月分）
92,116

市民局 消費者センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年6月分）
173,259

市民局 消費者センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年6月分）
1,872

市民局 消費者センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年6月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持管理用消費者センター事務所部分賃借料の支出について（平成26年度）（8月分）
7,613,437

市民局 消費者センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（6月28日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（6月21日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月3日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 啓発展示スペース用プロバイダー料の支出について（６月分）
4,104

市民局 消費者センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（6月分）
7,692

市民局 消費者センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 啓発展示用大阪市消費者センター展示・啓発コーナー情報提供業務における従事者派遣（平成２６年５月～６月分）にかかる経費の支出について
228,906

市民局 人権企画課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 多文化共生施策用「全国市町村国際文化研修所開催　国際文化系研修」への出席にかかる普通旅費の支出について
2,280

市民局 人権企画課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 人権情報収集用自由同和会大阪府本部第２８回大会への参加資料代の支出について
3,000

市民局 人権企画課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度全日本同和会全国青年部研修会への参加資料代の支出について
3,000

市民局 男女共同参画課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 男女共同参画に関する基礎研修にかかる支出について
37,310

市民局 男女共同参画課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（５月分・配偶者暴力相談支援用）
6,998

市民局 男女共同参画課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市ＤＶ施策ネットワーク会議研修（前期２日目）の実施及び同所要経費の支出について
60,800

市民局 男女共同参画課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（５月分）
29,258

市民局 男女共同参画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市ＤＶ施策ネットワーク会議研修（前期３日目）の実施及び同所要経費の支出について
22,800

市民局 男女共同参画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成26年度男女共同参画センター東部館管理運営業務代行料支出について（第1・2四半期分）
32,021,400

市民局 男女共同参画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成26年度男女共同参画センター南部館管理運営業務代行料支出について（第1・2四半期）
31,795,130

市民局 男女共同参画課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成26年度男女共同参画センター中央館・北部館・西部館管理運営代行料支出について（第1回・第2回分）
198,247,000

市民局 男女共同参画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（６月分・配偶者暴力相談支援用）
1,622

市民局 男女共同参画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（６月分・配偶者暴力相談支援用）
6,998

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（5月分）
63,203

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成２６年度「人権相談事業」業務委託にかかる委託料の支出について（第２四半期）
11,503,620

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度「企業・事業所を対象とした人権関連研修案内」発送業務委託経費の支出について（第2回分/全5回）
324,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」発送業務にかかる委託料の支出について（１回目／全４回）
139,536

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度「人権啓発推進員の育成事業」大阪市人権啓発推進員委嘱状印刷及び市区名前筆耕業務にかかる印刷製本費の支出について
14,796

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成26年度前期　人権相談担当者研修会講師謝礼金の支出について
28,580

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度「企業啓発支援事業」にかかる業務委託経費の支出について（第1四半期分）
1,935,542

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成26年度　人権に関する作品募集事業運営業務にかかる委託業者選定委員会の謝礼金の支出について
65,440

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度「人権啓発推進員の育成事業」にかかる業務委託経費の支出について（第1四半期分）
1,376,139

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（６月分）
21,183

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同経費の支出について（第1四半期分）
30,577

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　Jリーグセレッソ大阪と連携・協力した人権啓発事業に係るポスター、啓発カード及びクリアファイル印刷業務に係る経費の支出について
168,210

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　Jリーグセレッソ大阪と連携・協力した人権啓発事業に係るポスター、啓発カード及びクリアファイル印刷業務に係る経費の支出について
275,400

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（6月分）
78,474

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（６月分）
20,364

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（6月分）
2,343

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（6月請求分）
12,123

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（６月分）
1,404
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市民局 雇用・勤労施策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　５月分市内等出張交通費の支出について
20,960

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　指定都市雇用労働・勤労市民行政主管者会議への出張旅費の支出について
36,940

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年07月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用　平成26年度しごと情報ひろば総合的就労支援事業実施にかかる建物賃貸借契約（しごと情報ひろば天下茶屋）の賃借料の支出について（4月分）
438,561

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年07月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用　平成26年度しごと情報ひろば総合的就労支援事業実施にかかる建物賃貸借契約（しごと情報ひろば天下茶屋）の賃借料の支出について（5月分）
438,561

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年07月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業（北エリア）しごと情報ひろば総合的就労支援事業」にかかる委託料の支出について（全5回／3回目）
8,249,724

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年07月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業（南エリア）しごと情報ひろば総合的就労支援事業」にかかる委託料の支出について（全5回／3回目）
10,454,196

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年07月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業（女性応援）しごと情報ひろば総合的就労支援事業」にかかる委託料の支出について（全5回／3回目）
8,722,071

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年07月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料
雇用・勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業(南エリア)しごと情報ひろば総合的就労支援事業」（市費分）にかかる委託料の支出について（全4回／2回
目） 12,696,252

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　６月分市内等出張交通費の支出について
14,402

市民局 政策支援担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成２６年度指定都市区政主管課長会議への出席にかかる旅費の支出について
59,960

市民局 政策支援担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 平成２６年度指定都市区政主管課長会議への出席にかかる資料代の支出について
6,000

市民局 政策支援担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年4月分　政策支援担当一般事務用市内出張交通費の支出について
4,514

市民局 政策支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　政策支援担当一般事務用市内出張交通費の支出について
1,440

市民局 調整担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式借入（住之江区役所及び東住吉区役所）にかかる使用料の支出について（5月分）
4,114

市民局 調整担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年6月分　調整担当一般事務用市内出張交通費の支出について
936

市民局 調整担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～福島区役所外１箇所）にかかる使用料の支出について（６月分）
47,304

市民局 調整担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30）にかかる使用料の支出について（６月分）
435,750

市民局 調整担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式借入（住之江区役所及び東住吉区役所）にかかる使用料の支出について（6月分）
4,114

市民局 業務改革担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（平成２６年７月）おける会場使用料の支出について
16,800

市民局 業務改革担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　食糧費 平成26年度第1回区役所住民情報業務等委託事業者選定会議にかかる食糧費（4名分）の支出について
400

市民局 業務改革担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成26年度第1回　区役所住民情報業務等委託事業者選定会議にかかる委員謝礼の支出について
66,000

市民局 業務改革担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成２６年度家庭問題相談事業にかかる相談員報償金の支払いについて（６月分）
91,000

市民局 業務改革担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年6月分　業務改革担当一般事務用市内出張交通費の支出について
7,489

市民局 業務改革担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度外国籍住民法律相談にかかる委託料の支出について（４～６月分）
179,550

市民局 業務改革担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法律相談にかかる委託料の支出について（４～６月分）
14,962,500

市民局 業務改革担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣にかかる業務委託料の支出について（６月分）
26,082

市民局 地域振興担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域振興担当一般事務用市内出張交通費の支出について（平成26年４・５月分）
5,110

市民局 地域資源担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域力向上のための講師派遣制度に係る講師謝礼金の支出について（６月１３日、城東区分）
68,240

市民局 市民活動担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 公募提案型事業（NPOレベルアップ講座、市民協働職員研修）審査会議にかかる食糧費（4名分）の支出について
400

市民局 市民活動担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 第30回基金運営会議にかかる食糧費（5名分）の支出について
500

市民局 市民活動担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 第４回市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる食糧費（３名分）の支出について
300

市民局 市民活動担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 委託料　委託料 ＮＰＯ・ボランティア活動推進支援事業の委託料の支出について（２回目／全４回）
10,905,746

市民局 市民活動担当 平成26年07月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 地域貢献活動マッチングシステム運営事業の委託料の支出について（２回目／全４回）
2,002,092

市民局 市民活動担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 第４回　市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる委員報酬（４名分）の支出について
64,020

市民局 市民活動担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 第30回大阪市市民活動推進事業運営会議にかかる委員報償の支出について
80,025

市民局 市民活動担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 公募提案型事業審査会議（プレゼンテーション審査）に係る委員報償の支出について
66,000

市民局 市民活動担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（６月分）の支出について
10,079

市民局 市民活動担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 飯山市制施行６０周年記念式典への出席に係る旅費の支出について（２名）
96,400

市民局 市民活動担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動支援担当用コピー代金の支出について（６月分）
8,513

市民局 市民活動担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 ＮＰＯ法人認証事務用ＦＡＸ回線使用料の支出について（６月分）
2,711

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
76,120

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030
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市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
19,030

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　共済保険料 青色防犯パトロール車両に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について（市民局２台及び１９区役所各１台　計２１台分）
30,428

市民局 地域安全担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　共済保険料 区貸出用青色防犯パトロール車両（平成26年4月寄付収受分）に係る自動車損害共済（任意保険）経費の支出について
17,305

市民局 地域安全担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　印刷製本費 交通安全用　平成２６年「夏の交通事故防止運動」ポスターの印刷経費の支出について
116,640

市民局 地域安全担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 平成26年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託（平成26年4・5・6月分）の所要経費の支出について（5月分）
7,134,000

市民局 地域安全担当 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 客引き指導員巡回指導にかかる市内出張交通費の支出について（6月分）
31,380

市民局 地域安全担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　オウム真理教対策関係市町村連絡会総会の出席について（日帰り）
28,500

市民局 地域安全担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 ミナミ活性化事業用　ミナミ活性化協議会にかかる分担金の支出について
100,000

市民局 地域安全担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進用　貸出用防犯ブザーの購入経費の支出について
414,720

市民局 地域安全担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 大阪市安全なまちづくり推進協議会にかかる食糧費（２０名分）の支出について
2,000

市民局 地域安全担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　印刷製本費 安全なまちづくり推進用　防犯対策啓発ポスターの作製にかかる支出について
40,793

財政局 財務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　窓口・財政担当局長合同会議の出席にかかる旅費の支出について
29,020

財政局 財務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　月刊「地方財政」（平成26年5月号）の買入及び経費の支出について
1,440

財政局 財務課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　印刷製本費 市会用　平成26年度予算事業一覧（各区・各局）印刷にかかる経費の支出について
178,113

財政局 財務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について（４～６月分）
12,111

財政局 財務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（４～６月分）
12,111

財政局 財務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　毎日新聞外1点の購読にかかる経費の支出について（４～６月分）
25,638

財政局 財務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　「平成26年度　地方交付税のあらまし」の買入及び経費の支出について
1,150

財政局 財務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　産経新聞の購読にかかる経費の支出について（４～６月分）
12,111

財政局 財務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　全国都道府県市町村担当課長会議の出席にかかる旅費の支出について
29,240

財政局 財務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　税制担当課長会議の出席にかかる旅費の支出について
58,160

財政局 財務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　月刊「地方財政」（平成26年6月号）の買入及び経費の支出について
1,440

財政局 財務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
104,615

財政局 財務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
1,771

財政局 財務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
16,459

財政局 財務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
33,017

財政局 財務課 平成26年07月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
1,771

財政局 財務課 平成26年07月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
33,482

財政局 財務課 平成26年07月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
9,396

財政局 財務課 平成26年07月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
15,008

財政局 財務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　財政担当課長会議の出席にかかる旅費の支出について
57,980

財政局 財務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（６月分）の支出について
1,241

財政局 財源課（公債） 平成26年07月08日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 日本宝くじシステム株主総会、ＩＲ、共同発行債連絡会議に係る出張旅費の支出について
30,240

財政局 財源課（公債） 平成26年07月08日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
59,640

財政局 財源課（公債） 平成26年07月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
286,650,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年７月１６日支払分利子支払手数料の支出について
243,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
690,350,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市場公募地方債研修会参加に係る出張旅費の支出について
38,340

財政局 財源課（公債） 平成26年07月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年７月１８日支払分利子支払手数料の支出について
1,012,500

財政局 財源課（公債） 平成26年07月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
12,200,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年７月２２日支払分利子支払手数料の支出について
81,000
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財政局 財源課（公債） 平成26年07月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
5,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,380,850,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
37,250,005

財政局 財源課（公債） 平成26年07月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年７月２３日支払分利子支払手数料の支出について
1,538,416

財政局 財源課（公債） 平成26年07月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費（６月分）の支出について
1,600

財政局 財源課（公債） 平成26年07月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲ、市場公募団体連絡協議会に係る出張旅費の支出について
43,840

財政局 財源課（公債） 平成26年07月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
535,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（６月分）の支出について
5,570

財政局 財源課（公債） 平成26年07月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年７月２５日支払分利子支払手数料の支出について
728,260

財政局 財源課（公債） 平成26年07月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第136回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
21,060,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第136回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
777,600

財政局 財源課（公債） 平成26年07月29日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
38,350,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年７月２９日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成26年07月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第135回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
51,730

財政局 財源課（公債） 平成26年07月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
77,860

財政局 財源課（公債） 平成26年07月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（６月分）
4,176

財政局 財源課（公債） 平成26年07月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　広告料 大阪市公債償還公告に係る官報掲載並びに同経費の支出について
182,448

財政局 財源課（公債） 平成26年07月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　広告料 大阪市公債償還公告に係る新聞掲載及び事後審査型制限付一般競争の実施並びに同経費の支出について
957,960

財政局 財源課（公債） 平成26年07月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス」利用に係る経費の支出について（４～６月分）
166,374

財政局 財源課（公債） 平成26年07月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 起債事務用「キャピタルアイ・ニュース購読」に係る経費の支出について（４～６月分）
97,200

財政局 財源課（公債） 平成26年07月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス用パソコン等借入（再リース）」に係る経費の支出について（６月分）
1,561

財政局 財源課（公債） 平成26年07月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（６月分）の支出について
3,202

財政局 財源課（公債） 平成26年07月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年７月３１日支払分元利金支払手数料の支出について
81,575

財政局 財源課（公債） 平成26年07月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 委託料　委託料 蓄積基金事務用「債券管理プログラム保守管理業務委託」に係る経費の支出について（４～６月分）
64,800

財政局 管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税関係法令判例通達集（追録）（5695-5700号）他1点の買入に係る経費の支出について
62,810

財政局 管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について　　（５月分）
204,355

財政局 管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（５月分）の支出について
49,870

財政局 管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用判例時報（6/1号）外7点の買入に係る経費の支出について
58,492

財政局 管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（システムＧ）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（５月分）の支出について
35,051

財政局 管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用官報（４～６月分）の買入に係る経費の支出について
98,307

財政局 管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務用官報情報検索サービス（４～６月分）の利用に係る経費の支出について
1,554

財政局 管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について(５月分)
557,980

財政局 管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について(５月分)
5,743,396

財政局 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（6月号）外3点の買入に係る経費の支出について
5,868

財政局 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　産経新聞（平成２６年４月～平成２６年６月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市京橋市税事務所清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（６月分）
73,872

財政局 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（JEI京橋ビル）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（８月分）
7,592,847

財政局 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（７月分）
35,380

財政局 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（５月分）
301,980

財政局 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（６月分）
16,200

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
1,558

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
164

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（６月分）
405,889

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料６月分）
293,563

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（６月分）
756,926

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所固定資産税（土地・家屋）グループに係る後納郵便料金の支出について（６月分）
194

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
7,059
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財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴ハガキ分）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
5,159

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収管分）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
1,173,912

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
36,868

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
7,576

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収納管理担当）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
23,474

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴分）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
59,066

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（事業所分）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
505

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
21,922

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２６年８月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２６年７月）の支出について
2,464,342

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託経費の支出について（６月分）
84,240

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（６月分）
27,000

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 大阪駅前第２ビルに係る共用部分使用料の支出について（第２四半期分）
350,592

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（８月分）
45,870

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（７月分）
10,800

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２６年８月分）の支出について
307,191

財政局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２６年７月）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム用サーバ機器及び端末機器用ソフトウェア一式借入経費の支出について（6月分）
5,740,092

財政局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用端末機器等の一式長期借入経費の支出について（6月分）
4,984,200

財政局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分口座振替不能再支払）
2,286

財政局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（６月分）
76,300

財政局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 京橋市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（６月分）
35,143

財政局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（６月分）
43,717

財政局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（６月分）
64,260

財政局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（６月分）
71,891

財政局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（６月分）
74,638

財政局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）の支出について（６月分）
555,649

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用債権管理・回収の実務（追録）（２９７－２９８号）外１点の買入に係る経費の支出について
16,440

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（４月～６月分）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（平成２６年６月分）
5,777

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２６年４月～平成２７年３月分）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税のしるべ（平成26年4月分～平成26年6月分）の買入に係る経費の支出について
5,094

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 個人市･府民税納税通知書送付用封筒（当初分）料金後納(郵便区内特別)ほか7点買入に係る支出について（２回目/全２回）
1,463,291

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成26年4月～平成26年6月分）及び日本経済新聞（平成26年4月～平成26年6月分）買入に係る経費の支出について
25,638

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（平成２６年６月分）の支出について
235,670

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
28,965

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（6月分）
23,048

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
70,012

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
81,503

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税務事務システム等再構築・運用保守等支援業務委託に係る経費の支出について（平成２６年度第１四半期）
17,969,850

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（６月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（６月分）
467,359

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
97

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（軽自動車税担当）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
485

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（納税担当）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
33,562

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所軽自動車担当に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
194

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所個人市民税担当に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
11,145

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所固定資産税担当に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
873
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財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
13,541

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
44,242

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
96,341

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（６月分）
70,493

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（６月分）
31,968

財政局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（７月分）
7,669,817

財政局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 顧問弁護士契約に係る報酬の支出について（平成26年４月～６月分）
162,000

財政局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用サーバ機器等の一式長期借入経費の支出について（6月分）
13,527,540

財政局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（６月分）
1,102,882

財政局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（８月分）
64,800

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税務経理（平成２６年４月～６月分）の買入に係る経費の支出について
160,380

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（６月分）
712,164

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（６月分）の支出について
4,947

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（６月分）の支出について
2,711

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（６月分）の支出について
3,235

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（６月分）
5,400

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（６月分）の支出について
2,703

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（７月分）
12,080,448

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（７月分）
118,800

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（８月分）
60,000

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（８月分）
10,934,847

財政局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（５月分）
18,801

財政局 管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（６月分）の支出について
87,465

財政局 管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（システムＧ）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（６月分）の支出について
36,708

財政局 管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る駐車場利用料の支出について（８月分）
41,040

財政局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（照会事務処理センター）電話回線（ＦＡＸ）使用料（6月分）の支出について
2,990

財政局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（あべのメディックス）電話回線使用料（6月分）の支出について
57,224

財政局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託業者の選定及び同業務にかかる手数料の支出について
541

財政局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託業者の選定及び同業務にかかる手数料の支出について
503

財政局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務委託（長期継続）にかかる支出について
2,700

財政局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税務事務システム等再構築・運用保守業務委託に係る経費の支出について（平成２６年度　第１四半期）
76,356,453

財政局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度大阪府租税教育推進連絡協議会分担金の支出について
137,500

財政局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市税務事務システム及び電子申告システム運用保守等支援業務委託経費の支出について（第１四半期）
96,661,836

財政局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について（平成26年6月分）
1,201,744

財政局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ等機器一式長期借入に係る支出について（平成26年6月分）
33,264

財政局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る支出について(平成26年6月分)
120,641

財政局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について（平成26年6月分）
171,228

財政局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務部分室新設に伴う庁内情報利用パソコン等機器長期借に係る支出について（平成26年6月分）
60,048

財政局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク（庁内情報系ネットワーク）にかかる支出について（平成26年6月分）
6,998

財政局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（6月分）
44,954,809

財政局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る支出について（平成26年6月分）
51,732

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（５月分）
23,856

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用行政判例集成滞納処分編他１点の買入に係る経費の支出について
39,192

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度市税事務所庶務業務及び市税事務所・区役所等における税証明書発行関係業務等に従事する労働者派遣業務の経費の支出について(6月分)
757,206

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（５月分）
46,678

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（５月分）
48,153

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（５月分）
33,608

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分追加）
360
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財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（５月分）
108,672

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（５月分）
51,145

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（５月分）
69,815

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について　　（６月分）
274,787

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（６月分）
100,335

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（６月分）
340,001

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（6月分）の支出について
1,546,732

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度市税事務所庶務業務及び市税事務所・区役所等における税証明書発行関係業務等に従事する労働者派遣業務の経費の支出について(6月分)
714,532

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税申告書等の受渡し及び搬送業務の経費の支出について(4月～6月分)
241,056

財政局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る貸室賃貸借料の支出について（８月分）
8,156,604

財政局 収税課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年5月分）
12,505,217

財政局 収税課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年4月分）
6,583,020

財政局 収税課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年5月分）
2,285,868

財政局 収税課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年4月分）
2,552,829

財政局 収税課 平成26年07月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年4月分）
117,704

財政局 収税課 平成26年07月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年5月分）
102,801

財政局 収税課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 市債権回収対策事務用返信用切手の購入費用の支出について（重複班）
10,380

財政局 収税課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の購入経費の支出について
32,800

財政局 収税課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける市税収納事務委託にかかる経費の支出について（平成26年4月1日～4月15日分）
1,497,911

財政局 収税課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける市税収納事務委託にかかる経費の支出について（平成26年4月1日～4月15日分）
1,708,813

財政局 収税課 平成26年07月11日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける市税収納事務委託にかかる経費の支出について（平成26年4月1日～4月15日分）
97,330

財政局 収税課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 返信用封筒（料金受取人払）の買入れに係る経費の支出について
61,020

財政局 収税課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員に係る市内出張交通費等の支出について（６月分）
11,440

財政局 収税課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入の経費の支出について（平成26年６月分）
75,492

財政局 収税課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 郵便分搬送業務委託の経費支出について（２回目／全９回）
35,736

財政局 収税課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 口座振替依頼書折りたたみ形式（督促状同封用（個人市・府民税（普通徴収）第1期分））ほか1点調製にかかる経費の支出について
1,453,350

財政局 収税課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（H26.6月分）
10,548,189

財政局 収税課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（H26.6月分）
2,967,821

財政局 収税課 平成26年07月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（H26.6月分）
40,166

財政局 収税課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について(６月分）
18,266

財政局 収税課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
6,930

財政局 課税課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（５月分）
18,380

財政局 課税課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 平成26年度市民税・府民税２次申告の手引きほか１点印刷の支出について
274,476

財政局 課税課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成２６年４月追加分）の支出について
1,240

財政局 課税課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成２６年５月分）の支出について
17,818

財政局 課税課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度軽自動車税定期課税関係業務に係る労働者派遣（長期継続）の支出について（ 終回分）
766,357

財政局 課税課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税納税通知書（当初分）８Ｐ外５点印刷の経費の支出について
2,978,539

財政局 課税課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 指定都市市長会市民税担当課長会議出席にかかる出張旅費の支出について
29,200

財政局 課税課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税２次申告書等送付用封筒ほか1点買入の経費の支出について
631,800

財政局 課税課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 評価研究報告書作成に係る業務委託の経費の支出について
356,400

財政局 課税課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度個人市・府民税（普通徴収）当初課税関係業務に係る労働者派遣（長期継続契約）の経費の支出について（平成26年5月分）
3,952,814

財政局 課税課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（4、5月分）
938,832

財政局 課税課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税特別徴収税額通知書等送付用封筒（封入封緘用）ほか１点買入の経費の支出について
1,545,444

財政局 課税課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度市民税・府民税２次申告書搬送業務の経費の支出について
111,240

財政局 課税課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税特別徴収税額変更通知書兼照会文書送付用封筒買入の経費の支出について
160,915

財政局 課税課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 固定資産税（償却資産）市税事務所返信用宛名シールほか２点印刷経費の支出について
30,780

財政局 課税課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 固定資産税（償却資産）市税事務所返信用宛名シールほか２点印刷経費の支出について
25,380

財政局 課税課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 第２回「課税資料入力等業務委託　長期継続」に係る総合評価一般競争入札検討会議謝礼金の支出について
16,005
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財政局 課税課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 第２回「課税資料入力等業務委託　長期継続」に係る総合評価一般競争入札検討会議謝礼金の支出について
17,645

財政局 課税課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成26年6月分）
40,500

財政局 課税課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 事業所税「貸ビル申告書返信用封筒」買入の支出について
20,898

財政局 課税課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成25年分確定申告書転写用乾式複写機一式長期借入（単価契約）の経費の支出について（平成26年４月～５月使用分）
305,040

財政局 課税課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託に係る経費の支出について（6月分）
5,400

財政局 課税課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度軽自動車税申告依頼はがき作成に係る事後処理業務（概算契約）の支出について
61,776

財政局 課税課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 固定資産経年異動判読運用機器長期借入に係る経費の支出について（６月分）
80,136

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

需用費　消耗品費 固定資産評価審査委員会運営研修会に係る受講料（テキスト代）の支出について
8,000

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（６月分）
7,080

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度西淀川地区税務協議会分担金の支出について
50,000

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度大阪市西淀川区租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成26年7月分）
205,000

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
1,810

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
300

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理の実施にかかる管外出張の支出について
53,260

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度北地区税務協議会分担金の支出について
50,000

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度北区租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（7月分）
147,600

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度　城東税務署管内地区税務協議会の分担金の支出について
35,000

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度　旭税務署管内地区税務協議会の分担金の支出について
35,000

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度　城東・鶴見地区租税教育推進協議会の分担金の支出について
10,000

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度　旭・都島租税教育推進協議会の分担金の支出について
10,000

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について
17,280

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について
324

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所　非常勤嘱託職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年6月分）
900

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所　臨時的任用職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年6月分）
600

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 収納対策事務用耐火金庫のダイヤル番号変更作業の実施及び同経費の支出について
12,960

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度　西地区税務協議会分担金の支出について
30,000

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度　福島・此花地区税務協議会分担金の支出について
30,000

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度　福島・此花租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度　大阪市西区租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について
306,800

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
540

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
11,730

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成26年5月分)
1,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張旅費等の支出について(再任用職員分)(平成26年5月分)
1,560

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度生野租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度東成区租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度東成地区税務協議会分担金の支出について
27,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度生野地区税務協議会分担金の支出について
50,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用切手購入代金の支出について（7月分）
255,300

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,765

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
30

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
730

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
14,511

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納法人への公売通知書交付にかかる管外出張旅費の支出について（兵庫県）
7,020

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,400

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
16,200
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財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成26年6月分)
800

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について（再任用職員分）（平成26年6月分）
3,240

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（5月分）
4,230

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（5月分）
480

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度東住吉・平野地区租税教育推進協議会運営に係る分担金の支出について
10,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
270

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,200

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,034

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（7月分）
142,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（6月分）
6,840

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（6月分）
9,740

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 平成２６年度　政令指定都市研修にかかる管外出張旅費の支出について
43,980

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について(7月分)
110,150

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（5月分）
1,720

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
525

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
13,272

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費の支出について（６月分）
33,048

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度 個人市・府民税（特別徴収）当初課税事務における労働者派遣経費の支出について（６月分）
1,072,459

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成25年度～平成26年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣経費の支出について（６月分）
2,075,412

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所における税務事務用文書編集表紙の買入経費の支出について
146,172

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について(8月分)
99,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金７月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（中間還付４８９件）
3,870,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金７月分の支出について（歳出）
9,500,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付１４５０件）
317,359,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
3,530

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１１件）
21,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
40,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１０５件）
4,944,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
238,222

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１２６７件）
66,920,195

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割９件）
44,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
90,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
9,177

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
67,313

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５５６件）
57,583,406

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９０件）
7,998,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割７件）
12,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２３件）
77,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１４２件）
4,114,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６５１件）
33,741,940

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２７件）
99,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１４件）
3,581,135

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２４８件）
6,699,257

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割５件）
6,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３７件）
130,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２３５件）
12,641,532

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
26,880
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１５０件）
4,323,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７１件）
349,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１６６件）
3,518,890

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
63,663

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２００件）
7,553,717

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
1,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７１件）
255,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１１２件）
5,555,331

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１９２件）
6,370,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３０件）
124,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割８２件）
3,563,307

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１００件）
4,328,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３０件）
339,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６４件）
1,436,388

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１７７件）
12,203,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３１件）
108,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
3,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７３件）
3,717,627

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１５件）
3,815,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割３件）
6,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２０件）
44,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
11,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９５件）
2,459,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
125,575

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
5,018

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
730,911

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３９件）
3,210,341

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
3,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２０件）
75,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４５件）
3,192,808

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３件）
157,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９４件）
3,034,723

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
49,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４７件）
1,231,409

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５０件）
3,158,812

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
140,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割２件）
4,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
14,280

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５２件）
2,458,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
16,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３２件）
2,410,876

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２９件）
510,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２７件）
978,838

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１０件）
12,665,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２０件）
77,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１９件）
633,378

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６３件）
5,377,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３３件）
137,700
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４３件）
2,230,286

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１４７件）
5,651,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２１件）
65,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
864

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割９件）
497,109

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１３８件）
3,843,339

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
35,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
21,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５件）
268,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９７件）
2,164,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
69,180

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４６件）
186,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
1,050

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２６８件）
6,944,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
24,663

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１３件）
403,849

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（中間還付５１５件）
10,954,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２１件）
979,194

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年07月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付１１０４件）
810,762,200

都市計画局 都市計画課 平成26年07月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 都市計画広報連絡事務用　第144回大都市土木協議会会議参加費の支出について
4,000

都市計画局 都市計画課 平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入（平成２６年５月分）
86,076

都市計画局 都市計画課 平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用ソフトウェアの長期借入に係る使用料の支出について（5月分）
183,435

都市計画局 都市計画課 平成26年07月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２６年度４月分市内出張等旅費の支出について
16,999

都市計画局 都市計画課 平成26年07月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２６年度４月分市内出張等旅費の支出について
600

都市計画局 都市計画課 平成26年07月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年度４月分）
172,800

都市計画局 都市計画課 平成26年07月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年度５月分）
172,800

都市計画局 都市計画課 平成26年07月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　都市計画窓口システム用機器一式　長期借入（平成２６年６月分）
34,452

都市計画局 都市計画課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 大阪市統合型GIS運用促進事業用データカートリッジの購入経費の支出について
8,640

都市計画局 都市計画課 平成26年07月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用東京都管外出張旅費の支出について
28,500

都市計画局 都市計画課 平成26年07月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用松山市管外出張旅費の支出について
23,400

都市計画局 都市計画課 平成26年07月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 高度情報化推進業務用GIS研修受講料の支出について
60,480

都市計画局 都市計画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 都市計画審議会用　草津市管外出張旅費の支出について
5,760

都市計画局 都市計画課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用東京管外出張旅費の支出について（国家戦略特区関係の説明にかかる出張）
57,680

都市計画局 都市計画課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用サーバ機器及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（6月分）
462,240

都市計画局 都市計画課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用ソフトウェアの長期借入に係る使用料の支出について（6月分）
183,435

都市計画局 都市計画課 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 都市計画決定事務用　料金受取人払郵便の後納料金の支出について（６月分）
2,047

都市計画局 都市計画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 都市計画決定事務用等　パソコンソフトの購入にかかる経費の支出について
12,571

都市計画局 都市計画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　食糧費 都市計画審議会用平成26年度第1回大阪市都市計画審議会にかかる食糧費の支出について
1,200

都市計画局 都市計画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　印刷製本費 都市計画審議会用「平成26年度第1回大阪市都市計画審議会議案」印刷製本費の支出について
5,589

都市計画局 都市計画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 都市計画決定事務用等　パソコンソフトの購入にかかる経費の支出について
12,571

都市計画局 都市計画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 都市計画決定事務用等　パソコンソフトの購入にかかる経費の支出について
12,571

都市計画局 都市計画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用　東京都管外出張旅費の支出について
29,240

都市計画局 都市計画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画決定事務用等　パソコンソフトの購入にかかる経費の支出について
12,572

都市計画局 都市計画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画決定事務用等　パソコンソフトの購入にかかる経費の支出について
12,571

都市計画局 都市計画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入（平成２６年６月分）
86,076

都市計画局 交通政策課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 平成２６年５月分市内出張等旅費の支出について
9,576

都市計画局 交通政策課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 鉄道整備連絡事務用　交通施設のあり方調査打ち合せ等にかかる出張旅費の支出について
28,840

都市計画局 交通政策課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 負担金、補助及交付金　分担金 鉄道整備連絡事務用　平成26年度リニア中央新幹線建設促進期成同盟会分担金の支出について
450,000
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都市計画局 交通政策課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用愛媛県管外出張旅費の支出について
23,640

都市計画局 交通政策課 平成26年07月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 鉄道整備協力費 投資及出資金　出資金 大阪外環状線建設事業用　大阪外環状線整備事業費出資金の支出について
577,200,000

都市計画局 交通政策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報償費　報償金 総合交通対策関係事務用　「ＢＲＴ導入可能性検討調査」業務に係る受託者選定のための契約事務審査委員会業者選定委員会の委員の報償金等の支出について
65,810

都市計画局 総務担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期地区開発に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
58,020

都市計画局 総務担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　電卓外16点の購入経費の支出について
72,160

都市計画局 総務担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用等　地方公共団体契約実務の要点外４点の概算買入経費の支出について
8,100

都市計画局 総務担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（５月分）
11,764

都市計画局 総務担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（５月分）
1,392

都市計画局 総務担当 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
164

都市計画局 総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(６月分)
172,929

都市計画局 総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(６月分)
80,779

都市計画局 総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う経費の支出について（６月分）
4,590

都市計画局 総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（６月分）
123,746

都市計画局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　パソコンソフトの購入にかかる経費の支出について
32,400

都市計画局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 高速道路費 投資及出資金　出資金 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構への平成２６事業年度（第１回）出資金の支出について
1,153,500,000

都市計画局 総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナー等購入代金の支出について
102,880

都市計画局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　「都市再生安全確保計画制度　官民連携ワークショップ」出席に伴う出張旅費の支出について
29,240

都市計画局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（6月分）
35,943

都市計画局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（6月分）
20,720

都市計画局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（6月分）
33,870

都市計画局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（6月分）
20,473

都市計画局 総務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　日本経済新聞（４～６月分）の購入にかかる経費の支出について
54,108

都市計画局 総務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（４～６月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（４～６月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（４～６月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞（４～６月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（６月分）
34,353

都市計画局 総務担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（６月分）
19,779

都市計画局 総務担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（６月分）
81,841

都市計画局 総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内および近接地出張旅費の支出について（６月分）
18,072

都市計画局 統計調査担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年度学校基本調査にかかる消耗品（ふせん外18点）の購入経費の支出について
74,800

都市計画局 統計調査担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　特別旅費 統計解析事務用管外出張旅費の支出について（平成26年度　統計専門・応用課程「人口推計」）
66,700

都市計画局 統計調査担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（５月分）
2,400

都市計画局 統計調査担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（５月分）
2,160

都市計画局 統計調査担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（５月分）
2,180

都市計画局 統計調査担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（５月分）
1,624

都市計画局 統計調査担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（５月分）
5,664

都市計画局 統計調査担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査調査区設定事務にかかる「消せる赤鉛筆」等購入経費の支出について
91,938

都市計画局 統計調査担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用管外出張旅費の支出について（平成26年度府県市民経済計算近畿ブロック会議）
3,730

都市計画局 統計調査担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室内管理用端末等機器一式借入に伴う賃借料の支出について（６月分）
6,615

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（６月２日実施分）
20,758

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報償費　報償金 一般事務用「うめきた２期区域のまちづくり方針作成にかかる検討調査」業務に係る第2回契約事務審査委員会業者選定委員会の報償金の支出について
33,490

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（６月２日実施分）
28,640

都市計画局 開発計画課 平成26年07月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（5月分）
2,469

都市計画局 開発計画課 平成26年07月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（5月分）
108

都市計画局 開発計画課 平成26年07月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営業務委託経費の支出について（5月分）
268,790

都市計画局 開発計画課 平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用御堂筋エリアマネジメントの協議等のための管外出張旅費の支出について（6月11日、6月12日分）
37,490

都市計画局 開発計画課 平成26年07月11日 土地先行取得事業会計 都市開発資金事業費 事業費 土地取得費 委託料　委託料 市有地の一時使用に係る不動産鑑定評価業務委託の支出について
1,352,160
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都市計画局 開発計画課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞（４月～６月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞（４月～６月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　５月分）
2,363

都市計画局 開発計画課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用ＭＩＰＩＭ出展における民間開発の誘導促進に向けた調査・検討等のための管外出張旅費の支出について（6月25日、26日分）
39,700

都市計画局 開発計画課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用市内出張交通費等の支出について（5月分）
18,330

都市計画局 開発計画課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用ＭＩＰＩＭ出展における民間開発の誘導促進に向けた調査・検討等のための管外出張旅費の支出について（6月25日分）
29,020

都市計画局 開発計画課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（５月分）
26,654

都市計画局 開発計画課 平成26年07月18日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（5月分）
3,232

都市計画局 開発計画課 平成26年07月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用咲洲庁舎（夢洲・咲洲地区活性化共同チーム）コピー代の支出について（４～６月分）
3,393

都市計画局 開発計画課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用中之島西部地区の区画整理事業にかかる協議のための管外出張旅費の支出について（7月1日分）
29,240

都市計画局 開発計画課 平成26年07月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリの借入にかかる経費の支出について（6月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞（４月～６月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞他１点（４月～６月分）の購入にかかる経費の支出について
25,638

都市計画局 開発計画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（6月分）
14,583

都市計画局 開発計画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金等の支出について（6月分）
7,854

都市計画局 開発計画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（６月分）
6,998

都市計画局 開発計画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（7月分）
80,266

都市計画局 開発誘導課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（５月分）
3,670

都市計画局 開発誘導課 平成26年07月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 「増補改訂版　道路の移動等円滑化整備ガイドライン」の購入経費の支出について
4,082

都市計画局 開発誘導課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 負担金、補助及交付金　会費 都市景観委員会用平成２６年度近畿地方都市美協議会会費の支出について
10,000

都市計画局 開発誘導課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　「納付書・領収証書」に係る経費の支出について
27,000

都市計画局 開発誘導課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 負担金、補助及交付金　会費 都市景観委員会用第33回都市景観形成推進協議会幹事会参加分担金の支出について
7,500

都市計画局 開発誘導課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（６月分）
15,032

都市計画局 開発誘導課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　管外出張旅費の支出について（大津市）
2,630

都市計画局 開発誘導課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用市内出張等の旅費の支出について（平成２６年６月分）
5,850

都市計画局 建築企画課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　印刷製本費 建築基準行政事務用　証明写真の購入にかかる経費の支出について
7,192

都市計画局 建築企画課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（５月分）の支出について
25,239

都市計画局 建築企画課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（５月分）の支出について
53,950

都市計画局 建築企画課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 「建築基準法の一部を改正する法律」等に関する説明会出席にかかる東京都出張旅費の支出について
28,830

都市計画局 建築企画課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築基準行政事務　ラテラル等搬送業務にかかる経費の支出について
14,040

都市計画局 建築企画課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築基準行政事務用　切手の購入について
4,650

都市計画局 建築企画課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築審査会事務用　全国建築審査会協議会平成２６年度会費の支出について
68,000

都市計画局 建築企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会６月定例会）の支出について
500

都市計画局 建築企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　モノクロファクシミリ使用料の支出について（６月分）
12,180

都市計画局 建築企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築審査会事務用　大阪府内建築審査会協議会平成２６年度会費の支出について
15,000

都市計画局 建築企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築基準行政事務用　大阪府内建築行政連絡協議会平成２６年度会費の支出について
30,000

都市計画局 建築企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市建築審査会（６月定例会）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
80,510

都市計画局 建築企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市建築審査会（６月定例会）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
1,860

都市計画局 建築企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（４月分）の支出について
82,133

都市計画局 建築企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（６月分）の支出について（相談用）
13,114

都市計画局 建築企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用（６月分）平成２６年度　建築計画概要書等の写し交付等業務委託にかかる経費の支出について
166,779

都市計画局 建築企画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（６月分）の支出について
53,254

都市計画局 建築企画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（６月分）の支出について
40,311

都市計画局 建築企画課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
69,976

都市計画局 建築企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築審査会事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
16,394

都市計画局 建築企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　事務用品の購入にかかる経費の支出について
76,972

都市計画局 建築確認課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 第13回CASBEE公開セミナー受講に係る出張旅費の支出について
28,900

都市計画局 建築確認課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（５月分）の支出について
140,400
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都市計画局 建築確認課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築物環境配慮推進委員会事務用食糧費（平成26年度　第1回　大阪市建築物環境配慮推進委員会）の支出について（４名分）
400

都市計画局 建築確認課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２６年建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（５月分）の支出について
329,240

都市計画局 建築確認課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（５月分）の支出について
269,136

都市計画局 建築確認課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式使用料（６月分）の支出について
65,340

都市計画局 建築確認課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（５月分）の支出について
64,692

都市計画局 建築確認課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
64,020

都市計画局 建築確認課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
64,020

都市計画局 建築確認課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,280

都市計画局 建築確認課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,280

都市計画局 建築確認課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築物環境配慮推進委員会事務用食糧費（平成26年度　第2回　大阪市建築物環境配慮推進委員会）の支出について（４名分）
400

都市計画局 建築確認課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（６月分）の支出について
140,400

都市計画局 建築確認課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（６月分）の支出について
64,692

都市計画局 建築確認課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　6月分（OKBC）
140,000

都市計画局 建築確認課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　6月分（GBRC）
488,500

都市計画局 監察課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（６月分）の支出について
1,850

福祉局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張費の支出について（平成２６年４月分）
10,715

福祉局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ②　一般事務用　平成26年5月分コピー代金の支出について（2台分）（平成26年5月分）
91,206

福祉局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ③　一般事務用　平成26年5月分コピー代金の支出について（1台分）(平成26年5月分）
5,442

福祉局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理グループ事務用　のり外１１点の買入経費の支出について
15,944

福祉局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成26年4月分コピー代金の支出について（10台分）
556,148

福祉局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張費の支出について（平成２６年５月分）
7,628

福祉局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑤　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成22年7月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
53,028

福祉局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）」の契約について（平成２６年６月分）
29,700

福祉局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑫　庁内情報利用パソコン機器等（福祉局）(２)の長期借入経費の支出について(平成２６年６月分)
207,576

福祉局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成23年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
911,257

福祉局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２６年６月分）
176,251

福祉局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成24年3月導入）の長期借入について（平成２６年６月分）
235,695

福祉局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務グループ市内出張旅費の支出について（平成２６年４月分）
550

福祉局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成26年5月分コピー代金の支出について（10台分）
684,792

福祉局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理事務用社会福祉法人・施設の経営実務買入経費の支出について（追録125号）
3,713

福祉局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障害者用パソコン等機器の長期借入の実施及び所要経費の支出について（平成２６年６月分）
53,330

福祉局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・総福システム）(平成26年6月分)
7,560

福祉局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
27,720

福祉局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度 社会福祉法人・社会福祉施設指導監査説明会に係る所要経費の支出について（クレオ大阪中央ホールの舞台設営・操作業務委託料）
42,120

福祉局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （21）一般事務用　平成26年度複写電送装置（給付事務センター）の借入　経費の支出について（平成２６年６月分）
28,080

福祉局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入　経費の支出について（平成２６年６月分）
7,344

福祉局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （20）一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
6,510

福祉局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （22) 平成26年度視覚障がい者用パソコン等機器の借入経費の支出について(平成２６年６月分）
27,687

福祉局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
5,460

福祉局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用普通旅費（４～６月分）の支出について
21,845

福祉局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑧　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２６年６月分）
132,332

福祉局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（６月分）
1,227

福祉局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（６月分）
140

福祉局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（６月分）
6,102

福祉局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（６月分）
5,826

福祉局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（６月分）
2,250

福祉局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（６月分）
1,060

福祉局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（６月分）
6,007
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福祉局 総務課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（６月分）
772

福祉局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理事務用社会福祉法人監事監査の手引きの買入について
3,240

福祉局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 職員表彰用　丸筒の買入経費の支出について
18,576

福祉局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年５月分）
31,047

福祉局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（６月分）
6,119

福祉局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２６年度デジタル印刷機長期借入（総務部）の実施及び所要経費の支出について（平成２６年６月分）
10,108

福祉局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成26年７月分）
737,050

福祉局 総務課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年５月分）
31,823

福祉局 総務課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（６月分）
6,271

福祉局 総務課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成26年７月分）
755,478

福祉局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２６．３導入）長期借入所要経費の支出について（平成２６年６月分）
370,761

福祉局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ③　一般事務用　平成26年6月分コピー代金の支出について（1台分）
3,968

福祉局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ②　一般事務用　平成26年6月分コピー代金の支出について（2台分）
55,946

福祉局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
12,661

福祉局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
5,981

福祉局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
5,981

福祉局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
5,981

福祉局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成26年6月分）
2,275

福祉局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（介護保険課）にかかる経費の支出について　(平成26年6月分）
5,985

福祉局 総務課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
6,130

福祉局 総務課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
6,130

福祉局 総務課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
12,977

福祉局 総務課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
6,130

福祉局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年６月分コピー代金の支出について（２台分）
56,103

福祉局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
14,328

福祉局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（６月分）
41,446

福祉局 総務課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年６月分コピー代金の支出について（２台分）
57,506

福祉局 総務課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（６月分）
42,483

福祉局 経理・企画課 平成26年07月02日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時給付金支給事務用　書類整理ケースの購入経費の支出について
1,106,352

福祉局 経理・企画課 平成26年07月04日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　クラフトテープ外２６点の購入及び経費の支出について
185,976

福祉局 経理・企画課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立社会福祉センター管理代行料の支払いについて（第２四半期分）
8,128,277

福祉局 経理・企画課 平成26年07月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　会費 臨時福祉給付金支給事務用　平成２６年度本場防火防犯交通協力会会費の支出について
8,000

福祉局 経理・企画課 平成26年07月15日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（７月分）の支出について
8,317

福祉局 経理・企画課 平成26年07月16日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１０点の借入に係る経費の支出について（６月分）
748,008

福祉局 経理・企画課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ市内出張交通費の支出について（６月分）
520

福祉局 経理・企画課 平成26年07月22日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金にかかる申請勧奨対応及び税務事務システムとのリンケージ等改修業務委託料の支出について
4,415,256

福祉局 経理・企画課 平成26年07月22日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金にかかる申請勧奨対応及び税務事務システムとのリンケージ等改修業務委託料の支出について
645,624

福祉局 経理・企画課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調査研究用「厚生法規総覧追録（４５７０～４５８０号）」買入にかかる経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（6月分）
1,641

福祉局 経理・企画課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（6月分）
4,900

福祉局 経理・企画課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（6月分）
22,206

福祉局 経理・企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用もと生江地区共同浴場の電気代の支出について（６月分）
383

福祉局 経理・企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（６月分）
19,116

福祉局 経理・企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（４～６月分）
5,854

福祉局 経理・企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（６月分）
104,489

福祉局 経理・企画課 平成26年07月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料（６月分）
48,158

福祉局 経理・企画課 平成26年07月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務委託料の支出について（６月分）
9,980,609

福祉局 経理・企画課 平成26年07月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　不動産賃借料 臨時福祉給付金支給事務用　中央卸売市場業務管理棟使用料の支出について（平成２６年７月～平成２７年３月分）
4,211,991
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福祉局 経理・企画課 平成26年07月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務委託料の支出について（６月分）
2,495,152

福祉局 経理・企画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（６月分）
2,759,157

福祉局 経理・企画課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用普通旅費の支出について（６月分）
29,105

福祉局 経理・企画課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調査研究用「問答式　社会福祉の法律実務　追録（101-102号）」買入に係る経費の支出について
7,650

福祉局 経理・企画課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外２点　買入（年間購読）に係る経費の支出について（７月分）
38,660

福祉局 経理・企画課 平成26年07月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　ゴム印の作成経費の支出について
5,512

福祉局 経理・企画課 平成26年07月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　ステープラー外１１点の購入及び経費の支出について
79,161

福祉局 経理・企画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（６月分）の支出について
19,364

福祉局 経理・企画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（７月分その２）の支出について
1,158,762

福祉局 経理・企画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金にかかる税データ抽出業務委託料の支出について
3,235,464

福祉局 経理・企画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　不動産賃借料 臨時福祉給付金支給事務用　中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について（平成２６年７月～平成２７年３月分）
1,204,371

福祉局 地域福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度地域福祉活動支援事業交付金の支出について（第２四半期分）
267,355,989

福祉局 地域福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２６年５月分出張旅費の支出について
10,260

福祉局 地域福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金の支出について（第２四半期分）
127,636,250

福祉局 地域福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（生野区第４請求分～第５請求分）
21,679

福祉局 地域福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（生野区第１請求分～第３請求分）
1,879,252

福祉局 地域福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（西成区第１請求分）
57,572

福祉局 地域福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成26年度近畿ブロック府県・指定都市民生委員児童委員関係事業会議にかかる経費の支出について（会長分）
13,440

福祉局 地域福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成26年度近畿ブロック府県・指定都市民生委員児童委員関係事業会議にかかる経費の支出について（係長分）
1,940

福祉局 地域福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年度近畿ブロック府県・指定都市民生委員児童委員関係事業会議にかかる参加経費の支出について
45,000

福祉局 地域福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
11,300

福祉局 地域福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用厚生福祉（平成26年度分）の購入について（４～６月分）
13,284

福祉局 地域福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用読売新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（４～６月分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用産経新聞（平成26年度分）の購入経費の支）出について（４～６月分
12,111

福祉局 地域福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用朝日新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（４月～６月分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用毎日新聞・日本経済新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（４～６月分）
25,638

福祉局 地域福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度社会福祉主事資格認定通信課程にかかる受講料の支出について
68,900

福祉局 地域福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度障がい者・高齢者虐待防止研修（課長級）にかかる講師謝礼の支出について（弁護士）
15,520

福祉局 地域福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度障がい者・高齢者虐待防止研修（課長級）にかかる講師謝礼の支出について（社会福祉士）
7,290

福祉局 地域福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成２６年度障がい者・高齢者虐待防止研修（課長級）にかかる講師謝礼の支出について（弁護士）
15,520

福祉局 地域福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成２６年度障がい者・高齢者虐待防止研修（課長級）にかかる講師謝礼の支出について（社会福祉士）
7,290

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（６月分）
262,599

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム（認定事務センター）用端末機器増設機器長期借入に係る使用料の支出について（６月分）
118,130

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（６月分）
232,219

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（６月分）
306,450

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度　各区民生委員協議会交付金の支出について（第２四半期分）
21,478,180

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（６月分）
33,048

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　総合福祉システム用端末機（住宅分２４台）借入に係る使用料の支出について（６月分）
27,216

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分７７台）借入に係る使用料の支出について（６月分）
74,736

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（６月分）
1,208,162

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分２０３台）借入に係る使用料の支出について（６月分）
630,460

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（６月分）
1,596,278

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（６月分）
1,225,800

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（６月分）
208,870

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（６月分）
231,427

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（６月分）
306,450

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（６月分）
612,900

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（６月分）
404,688
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福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（６月分）
337,927

福祉局 地域福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（６月分）
1,011

福祉局 地域福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度休日・夜間サポートライン事業委託料の支出について（第２四半期）（長期継続契約）
6,703,484

福祉局 地域福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度権利擁護相談支援サポートセンター事業委託料の支出について（第２四半期）（長期継続契約）
12,952,621

福祉局 保護課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年７月分）
17,813,105

福祉局 保護課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年７月分）
5,639,199

福祉局 保護課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年７月分）
47,460

福祉局 保護課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（５月分）の支出について　査察グループ
14,470

福祉局 保護課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（ホーリーホーム５月分）
171,000

福祉局 保護課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（救護施設　淀川寮５月分）
313,500

福祉局 保護課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（更正施設　淀川寮５月分）
205,200

福祉局 保護課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（三徳寮５月分）
1,865,300

福祉局 保護課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成26年7月分）の支出について
65,463,715

福祉局 保護課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成26年7月分）の支出について
232,814,912

福祉局 保護課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（４月分）の支出について
8,980

福祉局 保護課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助内容点検等業務委託長期契約（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２６年４月分）
3,077,785

福祉局 保護課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助内容点検等業務委託長期契約（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２６年５月分）
3,043,753

福祉局 保護課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（平和寮５月分）
89,200

福祉局 保護課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（７月分）　　　　　　　（淀川救護寮、淀川更生寮、大淀救護寮、大淀更生寮、港晴寮、第２港晴寮）
108,179,890

福祉局 保護課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（７月分）新規
112,050

福祉局 保護課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる文書料等の支出について
5,400

福祉局 保護課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
22,454

福祉局 保護課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
120,400

福祉局 保護課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる文書料等の支出について
2,160

福祉局 保護課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する６月分報酬及び交通費の支出について
56,745

福祉局 保護課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する６月分報酬及び交通費の支出について
1,510

福祉局 保護課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護施設事務市内出張交通費（５月分）の支出について
7,030

福祉局 保護課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心理判定業務にかかる出張について（救護施設角川ヴィラ）
3,880

福祉局 保護課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 心理判定業務用市内出張交通費（５月分）の支出について
13,840

福祉局 保護課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する地域生活支援事業（「自立支援通訳等派遣事業」及び「総合相談窓口事業」）業務委託経費の支出について（第２四半期分）
5,684,973

福祉局 保護課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料
中国残留邦人に対する地域生活支援事業（「地域における支援ネットワーク事業」及び「身近な地域での日本語教育支援事業」）業務委託経費の支出について（第２四半
期分） 2,252,947

福祉局 保護課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市中国残留邦人等に対する支援相談業務委託経費の支出について（第２四半期分）
6,288,064

福祉局 保護課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料
中国残留邦人に対する地域生活支援事業（「地域における支援ネットワーク事業」及び「身近な地域での日本語教育支援事業」）業務委託経費の支出について（第２四半
期分） 2,252,934

福祉局 保護課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２６年７月分の支出について
36,248,200

福祉局 保護課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務関係帳票「同意書」の印刷及び同所要経費の支出について
79,920

福祉局 保護課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務関係帳票「届出義務確認書　外１点」の印刷及び同所要経費の支出について
71,928

福祉局 保護課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２６年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２６年６月号）
10,692

福祉局 保護課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助内容点検等業務委託長期契約（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
3,739,369

福祉局 保護課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告用掲載料について(平成26年6月申込分)
68,040

福祉局 保護課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（５月業務分、６月分保護費）の支出について
1,356,588

福祉局 保護課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システムサーバ等機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（６月分）
248,400

福祉局 保護課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人介護支援給付費審査支払手数料平成２６年６月審査分（７月支払分）の支出について
23,275

福祉局 保護課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年５月審査分
1,568

福祉局 保護課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等介護支援給付費　平成２６年６月審査分（７月支払分）の支出について
1,295,704

福祉局 保護課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総福システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年５月審査分
504,798

福祉局 保護課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２６年６月審査分（７月支払分）の支出について
5,700,380

福祉局 保護課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託の実施について（概算契約）６月作業分
925,031

福祉局 保護課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム端末機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（６月分）
355,816
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福祉局 保護課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム共通ソフトウェア賃借にかかる経費の支出について（６月分）
27,216

福祉局 保護課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２６年６月審査分（７月支払分）の支出について
457,653,254

福祉局 保護課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２６年６月審査分（追加払い）の支出について
478,801,978

福祉局 保護課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
2,376

福祉局 保護課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費、住宅改修費）の支出について
12,808

福祉局 保護課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
9,998

福祉局 保護課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修費）の支出について
1,637

福祉局 保護課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
28,080

福祉局 保護課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２６年６月申請分）
308,040

福祉局 保護課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　印刷製本費 生活保護法改正周知ビラの印刷及び同経費の支出について
110,678

福祉局 保護課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総合就職サポート事業委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
149,221,571

福祉局 保護課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２６年５月分）
1,395,200

福祉局 保護課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２６年７月審査分）
23,172,837

福祉局 保護課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化担当・ケースワーカー用携帯電話端末の回線使用料の支出について（6月分）
169,476

福祉局 保護課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（６月分：３）の支出について
243,324

福祉局 保護課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（６月分：１）の支出について
60,912

福祉局 保護課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（６月分：４）の支出について
398,358

福祉局 保護課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（６月分：２）の支出について
232,308

福祉局 保護課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 大阪市中国残留邦人等に対する支援給付事務用介護券　外１件の印刷及び同所要経費の支出について
45,360

福祉局 保護課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用「診療点数早見表　2014年4月版」 買入にかかる経費の支出について
4,568

福祉局 保護課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（７月分）
6,231

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付審査支払委託料　平成２６年６月審査分の支出について
71,807

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
2,376

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
5,400

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
36,888

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
92,494

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
10,506

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付診療報酬　平成２６年７月審査分（概算払い）の支出について
18,993,000

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（５月分）の支出について　保護グループ
17,050

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金　平成２６年６月分の支出について
1,359,581

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（６月分）の支出について
30,256

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（平和寮６月分）
7,400

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（今池平和寮６月分）
62,700

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度　生活保護業務にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について（第1四半期分）
324,000

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（三徳寮６月分）
1,110,000

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護審査支払委託料　平成２６年６月審査分の支出について
23,873,494

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（ホーリーホーム６月分）
552,900

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年８月分）の支出について
7,028,669,450

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年８月分）の支出について
3,437,487,627

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年８月分）の支出について
59,372,654

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２６年７月審査分（概算払い）の支出について
10,937,715,122

福祉局 保護課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年８月分）の支出について
24,297,967

福祉局 保険年金課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（５月分）の支出について
4,170

福祉局 保険年金課 平成26年07月01日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　７月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（６月正常分娩）
37,380

福祉局 保険年金課 平成26年07月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（６月正常分娩）
73,040,746

福祉局 保険年金課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（５月分）
30,603

福祉局 保険年金課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業費用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（５月分）
62,637
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福祉局 保険年金課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の所要経費の支払いについて（５月分）
58,847

福祉局 保険年金課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（５月分）
185,213

福祉局 保険年金課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の所要経費の支払いについて（５月分）
89,869

福祉局 保険年金課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業費用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（５月分）
836,109

福祉局 保険年金課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（４月分）
38,040

福祉局 保険年金課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
53,453

福祉局 保険年金課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（４月分）
84,582

福祉局 保険年金課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（４月分）
75,785

福祉局 保険年金課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
68,246

福祉局 保険年金課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
26,926

福祉局 保険年金課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第３期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,445,718,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第３期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第３期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
2,441,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第３期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第３期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,497,941,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月08日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（６月請求分（５月受診分））
14,455,165

福祉局 保険年金課 平成26年07月09日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年６月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
405,682

福祉局 保険年金課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 国民年金事務用平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務の実施及び同所要経費の支出について（４月分）
51,850

福祉局 保険年金課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（４月分）
32,402

福祉局 保険年金課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について(償還払分)
27,359

福祉局 保険年金課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（４月分）
85,798

福祉局 保険年金課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（７月分）
2,080,479,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（４月分）
14,138

福祉局 保険年金課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 給付事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（４月分）
302,882

福祉局 保険年金課 平成26年07月10日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　印刷製本費 後期高齢者医療保険料納付額のお知らせ同封ビラの印刷及び所要経費の支出について
76,269

福祉局 保険年金課 平成26年07月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（７月１０日支払分）
4,136,230

福祉局 保険年金課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（５月分）
5,130

福祉局 保険年金課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（５月分）
127,396

福祉局 保険年金課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（４月分）
118,023

福祉局 保険年金課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（４月分）
3,209

福祉局 保険年金課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度国民健康保険システムはがき加工処理業務経費の支出について（５月分）
50,946

福祉局 保険年金課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度国民健康保険システムはがき加工処理業務経費の支出について（４月分）
146,864

福祉局 保険年金課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成26年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（４月分）
56,754

福祉局 保険年金課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年5月分コピー代金の支出について
20,045

福祉局 保険年金課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年4月分コピー代金の支出について
16,821

福祉局 保険年金課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年4月分コピー代金の支出について
11,214

福祉局 保険年金課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年5月分コピー代金の支出について
13,363

福祉局 保険年金課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（６月分）
5,574,886

福祉局 保険年金課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（６月分）
7,898,263

福祉局 保険年金課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度医療助成事務用市内出張交通費の支払について（５月分）
2,580

福祉局 保険年金課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（６月分）
24,861

福祉局 保険年金課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（６月分）
51,851

福祉局 保険年金課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年６月分）
92,408,934

福祉局 保険年金課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費負担
金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（平成２６年６月分）
72,280

福祉局 保険年金課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年６月分）
7,695,652

福祉局 保険年金課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第３期分）
789,908,517

福祉局 保険年金課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第３期分）
2,459,115,589

福祉局 保険年金課 平成26年07月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年度後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（５月分）
5,320
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福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：７月審査概算払分）
185,141,961

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（７月審査概算払分）
339,646,981

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度国保給付事務用市内出張交通費（４・５月分）の支出について
21,440

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保事務用　平成26年度国民健康保険料減免申請書送付状（３割軽減）の作成にかかる所要経費の支出について
38,880

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保事務用　国民健康保険料決定通知書（年次分）外７点の作成にかかる所要経費の支出について
5,916,628

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（４月処理分）
107,937

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにおける請負業務の所要経費の支出について（５月処理分）
88,652

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（６月異常分娩）
34,020

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（６月審査分）
29,809,861

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（7月概算払分）
11,625,692,828

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（７月決定分）
501,138,700

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（7月決定分）
13,003

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（7月決定分）
1,644,757,034

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（６月異常分娩）
63,652,266

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（６月審査分）
1,228,363

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（退職）の支出について（6月審査分）
650,973,798

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（７月決定分）
16,242,055

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（7月決定分）
100,243,419

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにおける請負業務の所要経費の支出について（５月処理分）
265

福祉局 保険年金課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（４月処理分）
420

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(６月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(６月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（６月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(６月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(６月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第２
回分納分 28,926

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第２
回分納分 119,091

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(６月分)
77,760

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(６月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(６月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第２
回分納分 300,002

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第２
回分納分 29,070

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第２
回分納分 488,671

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第２
回分納分 1,242,780

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(６月分)
1,276,944

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(６月分)
2,279,764

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第２
回分納分 203,995

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る６月分（４月施術・一般）の支出について
91,567,070

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る６月分（４月施術・退職）の支出について
3,408,954

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度特定健康診査等（集団健診）に関する業務（概算契約）と所要経費の支出について（６月分）
17,438,549

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第２
回分納分 7,776

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(６月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(６月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（６月普通徴収分保険料等収納額相当額）
41,698,708

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(６月分)
177,120

福祉局 保険年金課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(６月分)
885,600

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（６月審査分）
96,096

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：６月審査分）
1,953,248
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福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(７月決定分)
3,808,891

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（６月分）
3,940,454

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（６月審査分）
227,568

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（６月審査分）
7,158,888

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスター複写磁気テープ賃貸借料の支出について（６月更新分）
17,850

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（７月決定分）
5,011,596

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の経費の支出について(6月分)
43,999

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の経費の支出について(5月分)
43,999

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の経費の支出について(4月分)
44,001

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（平成２６年度５月分）
414,991

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（平成２６年度４月分）
8,510,955

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（平成２６年度４月分）
414,991

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（平成２６年度５月分）
8,510,955

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（6月分：レセ電）
639,086

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（6月分：調剤）
33,837,804

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（6月分：柔整）
2,471,796

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（平成２６年度４月分）
1,689,172

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（平成２６年度５月分）
1,671,251

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（平成２６年度５月分）
3,294,948

福祉局 保険年金課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（平成２６年度４月分）
3,294,948

福祉局 保険年金課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）インデックスラベル外１０点の買入及び経費の支出について
28,211

福祉局 保険年金課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（70歳から74歳までの一部負担金割合変更対応）の支出について
11,711,196

福祉局 保険年金課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　国保来庁勧奨通知書作成経費の支出について（１／２回目）
40,824

福祉局 保険年金課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（４月分）
542,602

福祉局 保険年金課 平成26年07月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療用「窓あき封筒（決定通知等送付用）」外３点の所要経費の支出について
1,060,997

福祉局 保険年金課 平成26年07月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療用「窓あき封筒（決定通知等送付用）」外３点の所要経費の支出について
25,097

福祉局 保険年金課 平成26年07月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療用「窓あき封筒（決定通知等送付用）」外３点の所要経費の支出について
1,196,880

福祉局 保険年金課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　口座振替依頼書【決定通知書封入用】（のりづけ返信封書形式）の作成にかかる所要経費の支出について
2,150,917

福祉局 保険年金課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国保事務用　平成26年度国民健康保険料減免申請書（３割軽減）の作成にかかる所要経費の支出について
14,826

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について(償還払分)
5,118

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２６年５月分）
9,901

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２６年７月分)
279,391

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年６月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
208,622

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年６月審査分特定健康診査等委託料の支出について
20,095,664

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年６月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
998,850

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 医療費通知送付用窓あき封筒の作成にかかる経費の支出について
1,264,032

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 高額療養費申請勧奨用圧着はがきの印刷にかかる経費の支出について
76,140

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書（バッチ用外９点の所要経費の支出について
1,967,198

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）所要経費の支出について（６月分）
5,604

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）所要経費の支出について（６月分）
116,247

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書（バッチ用外９点の所要経費の支出について
1,027,577

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）所要経費の支出について（６月分）
8,720

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）所要経費の支出について（６月分）
58,957

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（７月２５日支払分）
1,340

福祉局 保険年金課 平成26年07月25日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（７月２５日支払分）
2,950,465

福祉局 保険年金課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（６月処理分）
91,537

福祉局 保険年金課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（６月分）
496,081

福祉局 保険年金課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度特定健康診査受診結果通知表の出力内容変更等に伴うプログラム改修業務委託と所要経費の支出について
1,469,880
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福祉局 保険年金課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２６年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）の費用の支出につい
て（６月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（６月請求分（５月受診分））
303,280

福祉局 保険年金課 平成26年07月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（６月処理分）
325

福祉局 保険年金課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 国民年金事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務の実施及び同所要経費の支出について（５月分）
51,651

福祉局 保険年金課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（５月分）
33,250

福祉局 保険年金課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（５月分）
86,230

福祉局 保険年金課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（５月分）
14,003

福祉局 保険年金課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 給付事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（５月分）
309,064

福祉局 保険年金課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保事務用　国民健康保険料減免申請書送付用封筒ほか１点の作成にかかる所要経費の支出について
101,930

福祉局 保険年金課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（５月分）
11,329

福祉局 保険年金課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（６月分）
2,650,310

福祉局 保険年金課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（６月・７月請求分）
12,258,530

福祉局 保険年金課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度国民健康保険法律相談業務の所要経費の支出について（平成26年4月～6月分）
162,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（６月分）
72,256

福祉局 保険年金課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（６月分）
108,474

福祉局 保険年金課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の所要経費の支払いについて（６月分）
64,778

福祉局 保険年金課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（６月分）
383,875

福祉局 保険年金課 平成26年07月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度事務参考用　高齢者医療確保法ハンドブック追録の経費の支出について
13,168

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（６月分）
32,508

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（６月分）
133,700

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：６月審査分）
1,249,446

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：７月審査概算払分）
108,047,765

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：６月審査分）
344,533

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度　大阪府後期高齢者医療広域連合共通経費負担金の支出について（７月納入分）
157,056,000

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（７月審査概算払分）
26,028,338

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（５月分）
6,900

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（６月分）
90,695

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２６年６月分）
227,882

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
1,655,626

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健康診査受診券送付及び特定健康診査（集団実施分）結果通知表送付にかかる郵送料（６月分）の支出について
1,128,197

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国保特定健康診査受診券作成及び印字・事後処理業務（概算契約）と所要経費の支出について（６月分）
187,265

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（６月分）
4,279,170

福祉局 保険年金課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（６月特別徴収分保険料等収納額相当額）
1,647,210,600

福祉局 自立支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（５月分）の支出について
58,291

福祉局 自立支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（５月分）の支出について
76,004

福祉局 自立支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払６月分）の支出について
377,337

福祉局 自立支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払６月分）の支出について
969,930

福祉局 自立支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払６月分）の支出について
2,474,137

福祉局 自立支援課 平成26年07月01日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度自立支援センターにおけるキャリアカウンセリング業務委託料（平成26年５月分）の支出について
831,006

福祉局 自立支援課 平成26年07月03日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　消耗品費 平成２６年度　あいりんシェルター利用者配布用乾パン購入経費の支出について（第１回分納分）
1,666,634

福祉局 自立支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度あいりん越年対策事業南港臨時宿泊所管理事務所外にかかる港湾局用地の土地賃借料の支出について
10,269,789

福祉局 自立支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西淀川区就労準備支援モデル事業）の経費の支出について（第２四半期分）
1,868,670

福祉局 自立支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西淀川区自立相談支援モデル事業）の経費の支出について（第２四半期分）
4,406,400

福祉局 自立支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（東淀川区就労準備支援モデル事業）の経費の支出について（第２四半期分）
2,793,420

福祉局 自立支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西成区就労準備支援モデル事業）の経費の支出について（第２四半期分）
2,793,420

福祉局 自立支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（東淀川区自立相談支援モデル事業）の経費の支出について（第２四半期分）
6,134,400

福祉局 自立支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（７月支給決定・民間賃貸住宅等月中支払分）の支出について
437,000

福祉局 自立支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 「生活困窮者自立支援制度に係る指定都市情報交換会」への出席にかかる経費の支出について
28,860
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福祉局 自立支援課 平成26年07月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲１（福祉局）施設物品使用料（平成26年6月分）の支出について
1,287,000

福祉局 自立支援課 平成26年07月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲２（福祉局）施設物品使用料（平成26年6月分）の支出について
1,115,640

福祉局 自立支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西成区自立相談支援モデル事業）の経費の支出について（第２四半期分）
7,862,400

福祉局 自立支援課 平成26年07月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度自立支援センターにおけるキャリアカウンセリング業務委託料（平成26年6月分）の支出について
718,450

福祉局 自立支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）６月分の支出について
1,944

福祉局 自立支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
122,139

福祉局 自立支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
16,280

福祉局 自立支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
22,564

福祉局 自立支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
35,952

福祉局 自立支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
159,395

福祉局 自立支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
16,270

福祉局 自立支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（７月支給決定・府営住宅分）の支出について
58,200

福祉局 自立支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（７月支給決定・市営住宅分）の支出について
166,600

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（６月分）の支出について
33,034

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（６月分）の支出について
73,838

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 旅費　普通旅費 自立支援課環境改善事業用市内出張交通費（６月分）の支出について
2,880

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（７月支給決定・民間賃貸住宅等月末支払分）の支出について
2,581,000

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（６月分）
32,342

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（６月分）の支出について
96,269

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（６月分）の支出について（受取人払分）
42,660

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（６月分）の支出について（差出分）
207,152

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）８月分の支出について
6,918,000

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）８月分の支出について
2,100,000

福祉局 自立支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）８月分の支出について
30,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（５月分）
17,233,550

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（北部）委託料の支出について（第１・２四半期　４月～９月分）
5,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中部）委託料の支出について（第１・２四半期　４月～９月分）
5,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（淀川）委託料の支出について（第１・２四半期　４月～９月分）
5,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（南部）委託料の支出について（第１・２四半期　４月～９月分）
5,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（南西部）委託料の支出について（第１・２四半期　４月～９月分）
5,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中央）委託料の支出について（第１・２四半期　４月～９月分）
16,200,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（６月決議分）
1,557,080

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等６月決議分）
1,057,960

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（西部）委託料の支出について（第１・２四半期　４月～９月分）
5,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第５号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第６号）
95,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月11日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 大阪市障がい者施策推進協議会　障がい者計画策定・推進部会　ワーキング会議委員用視覚障がい者ガイドヘルプ経費の支出について（平成26年6月24日開催分）
4,600

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（南大阪小児リハビリテーション病院5月分）
2,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院5月分）
14,170

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター5月分）
67,930

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい者福祉施設製品（授産製品）販売促進支援業務委託料の支出について（第２四半期分）
1,500,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度知的障がい者における介護員資格取得・就労支援事業業務委託料の支出について（第２四半期分）
1,600,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者能力開発訓練施設運営補助金の支出について（第２四半期）
13,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月15日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報酬　其他委員等報酬 大阪市障がい者施策推進協議会　障がい者計画策定・推進部会　ワーキング会議委員用委員等報酬及び費用弁償の支払いについて（平成２６年６月２４日開催分）
160,050

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月15日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　費用弁償 大阪市障がい者施策推進協議会　障がい者計画策定・推進部会　ワーキング会議委員用委員等報酬及び費用弁償の支払いについて（平成２６年６月２４日開催分）
3,360

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（７月分）
22,280,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度特別障がい者手当等の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（４～５月会議開催分）
112,035

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度盲ろう者通訳・介助者派遣事業及び養成事業にかかる分担金の支出について（第1四半期分）
959,402
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福祉局 障がい福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度手話通訳者養成研修事業にかかる分担金の支出について（第1四半期分）
1,886,153

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 平成２６年度市営福祉目的住宅入居者募集申込みのしおり外１点の印刷経費の支出について
97,200

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　印刷製本費 平成２６年度市営福祉目的住宅入居者募集申込みのしおり外１点の印刷経費の支出について
628,560

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　読売新聞の年間購読について（障がい者福祉事業用：第１四半期分）
12,111

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成26年5月実施分）
371,902

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業６月分）
250,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度早川福祉会館点字図書室業務運営委託料の支出について（第２四半期分）
12,000,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい者スポーツ振興事業にかかる委託料について（障がい者福祉事業用：第２四半期）
8,700,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 備品購入費　図書購入費 逐条解説　障害者総合支援法　買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
4,872

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 平成２６年度市営福祉目的住宅入居者募集用封筒買入経費の支出について
78,570

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度市営福祉目的住宅入居者募集申込みのしおり点字版作成業務委託料の支出について
46,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市障がい者基幹相談支援センター事業業務委託料の支出について（第2四半期分：平成26年7月～9月分）
8,933,800

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立早川福祉会館管理運営業務委託料の支出について（第２四半期分）
8,402,650

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報酬　其他委員等報酬 大阪市障がい者施策推進協議会　障がい者計画策定・推進部会　ワーキング会議委員用委員等報酬及び費用弁償の支払いについて（平成２６年７月８日開催分）
192,060

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　費用弁償 大阪市障がい者施策推進協議会　障がい者計画策定・推進部会　ワーキング会議委員用委員等報酬及び費用弁償の支払いについて（平成２６年７月８日開催分）
3,780

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料
大阪市障がい者施策推進協議会　障がい者計画策定・推進部会　ワーキング会議委員用視覚障がい者ガイドヘルプ経費の支出及び業務委託契約の締結について（7/8
分） 4,600

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　厚生福祉の年間購読について（障がい者福祉事業用：第１四半期分）
13,284

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　毎日・日本経済新聞の年間購読について（障がい者福祉事業用：第１四半期分）
25,638

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　産経新聞の年間購読について（障がい者福祉事業用：第１四半期分）
12,111

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 西成購買施設・もと北津守の里機械警備業務委託料（6月分）
13,104

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月28日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成２６年７月分）
3,948,700

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい者スポーツセンター管理運営業務委託料の支出について（第2四半期分）
127,414,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市知的障がい児親子通所事業用委託料の支出について（第２四半期）
8,428,860

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（第２四半期分：平成26年7月～9月分）
81,841,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい者福祉事業用市内交通費の支払い（５・６月分）
26,842

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費
点字図書館職員加算国庫補助協議（厚生労働省）及び国際親善車椅子バスケットボール大阪大会にかかるエイベックス（株）との協議にかかる東京への出張旅費の支出
について 58,820

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 セロハンテープ　外1１点買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
26,438

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度重症心身障がい者介護手当の支出について（第１四半期分・未支払等）
30,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度重症心身障がい者介護手当の支出について（第１四半期分）
26,130,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（６月分）にかかる支払いについて
68,425,190

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度市営福祉目的住宅抽選会にかかる手話通訳者派遣経費の支出について
4,800

福祉局 障がい福祉課 平成26年07月31日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業弔慰金の支給について
150,000

福祉局 障がい支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（５月サービス・６月請求分）
151,453

福祉局 障がい支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度移動支援サービス費の支出について（５月サービス・６月請求分）
32,900

福祉局 障がい支援課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（平成26年5月分　障がい支援課分）
23,237

福祉局 障がい支援課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１４）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１２）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その４）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その４）
73,440

福祉局 障がい支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,500

福祉局 障がい支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その６）
37,800

福祉局 障がい支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その５）
136,080

福祉局 障がい支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１３）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成２６年度大阪市地域活動支援センター事業（活動支援Ａ型）委託料の支出について（上半期）その２
1,271,000

福祉局 障がい支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査市内出張旅費の支出について（５月分）
16,340

福祉局 障がい支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１１）
127,245

福祉局 障がい支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その６）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その２８）
8,445
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福祉局 障がい支援課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年6月分（4回目／6回））
34,803

福祉局 障がい支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その７の②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その５０）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その７）
179,970

福祉局 障がい支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１５）
89,640

福祉局 障がい支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年6月分（5回目／6回））
62,956

福祉局 障がい支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１６）
104,175

福祉局 障がい支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１９）
56,160

福祉局 障がい支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２０）
51,840

福祉局 障がい支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その８）
149,340

福祉局 障がい支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（４～５月サービス提供分・3/3）
1,084,529

福祉局 障がい支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい児給付費の支出について（６月審査分）
333,323,793

福祉局 障がい支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい福祉サービス費の支出について（６月審査分）
3,813,997,071

福祉局 障がい支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（６月審査分）
239,763,636

福祉局 障がい支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（平成２６年６月請求分）
2,634,365

福祉局 障がい支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査にかかる管外出張旅費の支出について（５月調査分）
7,920

福祉局 障がい支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年6月分　工事費分）
2,160

福祉局 障がい支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年5月分　名義変更）
864

福祉局 障がい支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１８）
59,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１７）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その９）
254,295

福祉局 障がい支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１０）
121,845

福祉局 障がい支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１７）
238,676

福祉局 障がい支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度障がい福祉サービス費の支出について（５月サービス・６月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（港区第2・3・4号、住吉区第17号、東住吉区第7・8・9号）
169,560

福祉局 障がい支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年6月分（6回目／6回））
24,663

福祉局 障がい支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２８）
34,560

福祉局 障がい支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２０‐②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（６月受付分）
920,736

福祉局 障がい支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（６月受付分）
703,440

福祉局 障がい支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（６月受付分）
4,139,136

福祉局 障がい支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（６月分）
85,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３１）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２３‐②）
22,290

福祉局 障がい支援課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２３）
80,610

福祉局 障がい支援課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（住吉区第18号）
42,000

福祉局 障がい支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２４）
61,560

福祉局 障がい支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（６月審査分）
2,254

福祉局 障がい支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保５月診療分）
16,489,270

福祉局 障がい支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（５月診療分）
1,142,677

福祉局 障がい支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（５月診療分）
1,458,388

福祉局 障がい支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢５月診療分）
2,685,383

福祉局 障がい支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（後期高齢）５月診療分（６月審査分）の支出について
492,670

福祉局 障がい支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（国保）５月診療分（６月審査分）の支出について
20,669,958

福祉局 障がい支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（５月診療分）
866,833

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい支援区分認定審査会事業用トナーカートリッジの買入に係る経費の支出について
29,376

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２６年７月分　障がい支援課負担分）
2,507

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２６年７月分　障がい支援課負担分）
5,103
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福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２５）
97,200

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その５１）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２５‐②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その７）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その４）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その４０）
8,640

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１８）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その４９）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その５３）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その３３）
7,365

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その６‐③）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２９）
64,800

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１７‐③）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２５‐③）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（6月分）
120,383

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療にかかる電子媒体による連名簿データ提供業務にかかる委託料（６月提供（５月審査）分）の支出について
22,214

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい支援区分認定調査業務委託の支出について（市内）【４月・５月分】
8,554,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（５月サービス・７月請求分）
279,619

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（４月サービス・７月請求分）
272,970

福祉局 障がい支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（４月・５月分）
87,137

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年7月分（1回目／6回））
52,730

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１６‐②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３２）
60,480

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その４２‐②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その４）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（後期高齢・審手）6月審査分の支出について
735

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢５月診療・６月審査分）
23,520

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保５月診療・６月審査分））
264,085

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（５月診療分）
8,010

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（６月審査分）
4,802

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（社保）6月審査分の支出について
1,246

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（国保・審手）6月審査分の支出について
14,014

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保５月診療・６月審査分）
52,136

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（５月診療分）
8,844,284

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保５月診療・６月審査分））
734,793,967

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（社保）５月診療分（６月審査分）の支出について
2,524,310

福祉局 障がい支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（６月審査分）
22,736

福祉局 障がい支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その５３‐②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３９）
15,120

福祉局 障がい支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２１）
152,085

福祉局 障がい支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３７）
30,240

福祉局 障がい支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２１‐②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３０）
73,440

福祉局 障がい支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２２）
156,405

福祉局 障がい支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第15号）
3,600

福祉局 障がい支援課 平成26年07月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市障がい者グループホーム等整備費及び設備整備費補助金の支出について
1,000,000

福祉局 障がい支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３０‐②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３０‐③）
5,400
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福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年7月分（2回目／6回））
34,772

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その４１）
14,040

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３３）
87,285

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２６）
88,365

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３７‐②）
3,240

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３４）
59,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２７）
141,285

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その４２）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（５月分その１）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（６月サービス・７月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（西淀川区第5号）
3,000

福祉局 障がい支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2602号）
95,220

福祉局 障がい支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その１１）
10,800

福祉局 障がい支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（６月提供分・1/4）
322,249

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その９‐②）
38,490

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３５）
70,200

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３８）
59,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３５‐②）
14,730

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３６）
178,695

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２７‐②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その９）
39,180

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（５月分その２）【大阪市外分】
13,600

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
276,042

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
12,052

福祉局 障がい支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
135,820

福祉局 障がい支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その１６）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その２）
119,880

福祉局 障がい支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その１）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい程度区分判定端末機器の借入にかかる経費の支出について（６月分）
8,856

福祉局 障がい支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度障がい程度区分判定端末用ソフトウェア借入（その２）にかかる経費の支出について（６月分）
23,436

福祉局 障がい支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい程度区分判定端末機用サーバの借入にかかる経費の支出について（６月分）
15,573

福祉局 障がい支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）借入にかかる経費の支出について（６月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度障がい程度区分判定端末用ソフトウェア借入にかかる経費の支出について（６月分）
54,367

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会（平成26年6月分）及び市町村審査会委員研修に係る報酬並びに費用弁償の支出について
3,210,215

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会（平成26年6月分）及び市町村審査会委員研修に係る報酬並びに費用弁償の支出について
83,280

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,500

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（障がい支援課分　６月分）
24,690

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年7月分（3回目／6回））
35,973

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成26年6月分）
377,133

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その３）
82,080

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その３９‐②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園６月分）
6,022,366

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる委託料の支出について（４月分その１・５月分その３）【大阪市外分】
238,000

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（４月・５月分）
40,824

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（５・６月分）
36,880

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
147,872

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（６月分）
51,049,181

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（４月・５月分）
2,300
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福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（６月提供７月請求分）
13,057,745

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（４・５・６月分）
98,412

福祉局 障がい支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（４～６月分）
104,767

福祉局 運営指導課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　指定事業者・施設等集団指導に係る経費の支出について（資料作成・手話通訳経費）
331,588

福祉局 運営指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　指定事業者・施設等集団指導に係る会場借上げ経費の支出について（岸和田市立浪切ホール）
77,606

福祉局 運営指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　指定事業者・施設等集団指導に係る会場借上げ経費の支出について（高槻現代劇場）
54,628

福祉局 運営指導課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
5,311

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（５月稼働分）の支出について
6,874,979

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
30,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（５月稼働分）の支出について
4,183,650

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月実施分）（９回目）
1,170,642

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（５月分２回目）
4,650,618

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市各区高齢者食事サービス事業補助金の支出について
349,050

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市各区高齢者食事サービス事業補助金の支出について
349,050

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（５月分３回目）
1,756,760

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～６月実施分）（９回目）
2,766,618

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（５月分２回目）
2,321,790

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～６月実施分）（１０回目）
1,464,136

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（５月分３回目）
867,100

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（５月分）
20,736

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月実施分）（１０回目）
587,859

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～５月実施分）（１１回目）
850,457

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護用品支給事業用　介護用品支給決定通知書等送付用窓あき封筒の買入経費の支出について
79,358

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 介護用品支給事業用　介護用品支給事業給付券用紙（偽造防止用紙）の印刷経費の支出について
46,980

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（５月分４回目）
857,390

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）朝日新聞買入にかかる経費の支出について（４～６月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）読売新聞買入にかかる経費の支出について（４～６月）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 平成２６年度基本チェックリスト実施勧奨等書類封入封緘及び送付等業務にかかる経費の支出について（第２回目）
329,838

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成26年度3年契約締結包括）（第2四半期分）
42,476,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度5年契約締結包括）（第2四半期分）
54,724,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成24年度5年契約締結包括）（第2四半期分）
13,626,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度4年契約締結包括）（第2四半期分）
38,838,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成26年度5年契約締結包括）（第2四半期分）
21,251,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成26年度4年契約締結包括）（第2四半期分）
21,764,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２６年度大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員配置事業の業務委託について（第２四半期分）
14,797,750

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成24年度4年契約締結包括）（第2四半期分）
30,977,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成24年度3年契約締結包括）（第2四半期分）
31,313,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度3年契約締結包括）（第2四半期分）
114,562,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～５月実施分）（１３回目）
468,703

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）毎日新聞・日本経済新聞買入にかかる経費の支出について（４～６月分）
25,638

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「厚生福祉」買入にかかる経費の支出について（４～６月分）
13,284

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）産経新聞買入にかかる経費の支出について（４～６月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 健康づくり展げる講座用修了証の作成及び同所要経費の支出について
7,581

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～５月実施分）（１１回目）
2,116,328

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 認知症初期集中支援推進事業実施市町村・都道府県担当者会議の開催にかかる出張及び所要経費の支出について（６月23日開催）
58,040

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 地域包括支援センター職員等研修事業（地域包括支援センター職員基礎研修）業務委託所要経費の支出について
1,386,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～５月実施分）（１２回目）
1,853,482

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 平成２６年度家族介護慰労金支給事業用扶助費の支出について（第１四半期）
400,000
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福祉局 高齢福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
10,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業にかかる経費の支出について（第２四半期分）
5,496,500

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防健診等実施業務委託料の支出について（５月分）
3,781,419

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター連絡調整事業の実施及び所要経費の支出について（第２四半期分）
2,389,343

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業にかかる経費の支出について（第２四半期分）
1,760,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（６月分）
178,416

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用扶助費の支出について（第１四半期）
9,780,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～５月実施分）（１２回目）
438,981

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（６月分）
455,112

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課火災警報器（連動型）設置業務委託費の支出について（平成２６年６月分）
101,304

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～５月実施分）（１５回目）
991,540

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～５月実施分）（１４回目）
1,028,837

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域善隣事業全国会議にかかる出席及び同所要経費の支出について（７月１４日開催）
29,240

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（６月分１回目）
33,612,960

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会(平成26年７月４日(金))の開催にかかる委員報酬等の支出について
64,020

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会(平成26年７月４日(金))の開催にかかる委員報酬等の支出について
4,500

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２６年５月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
50,410

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（６月分１回目）の支出について
32,724

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（６月稼働分）の支出について
6,856,922

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成２６年６月分）
64,800

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（６月分）
5,717,633

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～５月実施分）（１３回目）
2,457,376

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（６月稼働分）の支出について
4,173,390

福祉局 高齢福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（５月分）
12,039,050

福祉局 高齢施設課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（平成26年7月分）
220,095,826

福祉局 高齢施設課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市軽費老人ホームサービス提供費補助金の支出について（第２四半期分）
128,591,200

福祉局 高齢施設課 平成26年07月08日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 特別養護老人ホームザイオン新大阪にかかる平成２６年度大阪市民間老人福祉施設等整備費補助金の支出について（平成２５年度繰越明許分）
592,435,200

福祉局 高齢施設課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度生活支援ハウス運営業務委託経費の支出について（第２四半期分）
11,799,000

福祉局 高齢施設課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（6月分）
476

福祉局 高齢施設課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（6月分）
23,790

福祉局 高齢施設課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（6月分）
104,408

福祉局 高齢施設課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（6月分）
1,254,157

福祉局 高齢施設課 平成26年07月18日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（6月分）
6,344

福祉局 高齢施設課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 事業用定期借地権設定契約及び定期建物賃貸借契約にかかる公正証書作成経費の支出について
231,650

福祉局 高齢施設課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（京都府立洛南寮6月分）
142,920

福祉局 高齢施設課 平成26年07月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 「フレンド大阪中央」にかかる平成２６年度大阪市施設開設準備経費補助金額の確定及び同経費の支出について
434,000

福祉局 高齢施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
3,101

福祉局 高齢施設課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度　介護保険施設情報提供等事業に係る委託経費の支出について（7～9月分）
2,089,262

福祉局 いきがい課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度　いきがい課市内出張交通費の支払について（４月　口座不能分）
2,380

福祉局 いきがい課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市老人クラブ育成補助金の支出について
87,560,300

福祉局 いきがい課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム延寿荘・西成地域活動支援プラザ電気代の支出について　５月分（機械警備用）
7,015

福祉局 いきがい課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ平野電気代の支出について　６月分（機械警備用）
2,641

福祉局 いきがい課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（４月分）経費の支出について
55,254

福祉局 いきがい課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（５月分）経費の支出について
56,648

福祉局 いきがい課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第２四半期分）（北区北老人福祉センター外２４施設）
92,622,000

福祉局 いきがい課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第２四半期分）
3,246,000

福祉局 いきがい課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ浅香電気代の支出について　６月分（機械警備用）
1,065

福祉局 いきがい課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ旭の電気代の支出について　６月分（機械警備用）
1,182
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福祉局 いきがい課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（５月分）の支出について
11,022,270

福祉局 いきがい課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度全国健康福祉祭選手団派遣事業委託料経費の支出について
15,792,306

福祉局 いきがい課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 敬老優待乗車証利用停止通知はがき(三つ折りはがき)印刷及び支出について
328,320

福祉局 いきがい課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 もと地域活動支援プラザ淀川及びもと軽費老人ホーム日之出荘・地域活動支援プラザ新大阪の機械警備装置撤去に係る経費の支出について
163,404

福祉局 いきがい課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ東住吉電気代の支出について　６月分（機械警備用）
617

福祉局 いきがい課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託(５月分)の経費の支出について
72,976

福祉局 いきがい課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託（４月分）の経費の支出について
1,072,271

福祉局 いきがい課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用リーフレット封入封緘等業務委託（概算契約）経費の支出について
1,237,390

福祉局 いきがい課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度老人クラブ活動援助事業委託料経費の支出について（第２四半期分）
12,793,000

福祉局 いきがい課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度老人クラブ活動推進員設置事業委託料経費の支出について（第２四半期）
3,615,000

福祉局 いきがい課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（５月分）の支出について
532,769

福祉局 いきがい課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホームにしはま荘電気代の支出について　６月分（機械警備用）
6,986

福祉局 いきがい課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（敬老優待乗車証による利用料金５月分）の支出について
701,088,758

福祉局 いきがい課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（６月分）経費の支出について
56,148

福祉局 いきがい課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度　いきがい課市内出張交通費の支払について（６月分）
32,368

福祉局 いきがい課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度大阪市高齢者福祉大会分担金の支出について
747,000

福祉局 いきがい課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 いきがい課事務用品　ゴム印の買入にかかる経費の支出について
302

福祉局 いきがい課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム延寿荘・西成地域活動支援プラザ電気代の支出について　６月分（機械警備用）
6,153

福祉局 いきがい課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書・納付書・納付勧奨通知郵送料（６月分）の支出について
5,545,036

福祉局 いきがい課 平成26年07月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ淀川に係る土地利用履歴調査等業務委託の経費の支出について
518,400

福祉局 いきがい課 平成26年07月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと済美福祉センター老人憩の家に係る土地利用履歴調査等業務委託の実施及び同業務委託に係る経費の支出について
354,456

福祉局 いきがい課 平成26年07月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンターに係る管理費の支出について（７月分）
782,600

福祉局 いきがい課 平成26年07月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 委託料　委託料 高齢者等地域活動支援事業（プラザ事業）の廃止に伴う廃棄物に係る処理委託業務事業の経費の支出について
83,052

福祉局 介護保険課 平成26年07月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（５月分）
321,300

福祉局 介護保険課 平成26年07月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（５月分）
268,293

福祉局 介護保険課 平成26年07月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入係る所要経費の支出について（５月分）
283,068

福祉局 介護保険課 平成26年07月01日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、７月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
1,140,000

福祉局 介護保険課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(6月分)
774

福祉局 介護保険課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(6月分)
1,930

福祉局 介護保険課 平成26年07月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
5,178

福祉局 介護保険課 平成26年07月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 平成２６年度要介護認定都道府県等職員研修及び調査指導員養成研修にかかる職員の出席及び同所要経費の支出について
37,400

福祉局 介護保険課 平成26年07月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について（5月分）
128,516

福祉局 介護保険課 平成26年07月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(6月分)
10,685

福祉局 介護保険課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（４月分）
103,292

福祉局 介護保険課 平成26年07月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（４月分）
1,708,930

福祉局 介護保険課 平成26年07月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（４月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成26年07月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の手話通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（５月分）
43,848

福祉局 介護保険課 平成26年07月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（５月分）
3,024

福祉局 介護保険課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（5月分）
591,113

福祉局 介護保険課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分【他】①）
71,280

福祉局 介護保険課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第50回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
65,475

福祉局 介護保険課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 第50回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
3,060

福祉局 介護保険課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（５月審査分）
1,628,553

福祉局 介護保険課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（６月分）
104,760

福祉局 介護保険課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２６年度おおさか介護サービス相談センター事業にかかる所要経費の支出について（第２四半期分）
8,134,971

福祉局 介護保険課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（５月審査分）
139,104

福祉局 介護保険課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（５月分）
103,291

福祉局 介護保険課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（5月分）
1,071
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福祉局 介護保険課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（５月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（５月分）
1,708,905

福祉局 介護保険課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（5月分）
5,927

福祉局 介護保険課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分①）
35,640

福祉局 介護保険課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分【他】②）
97,200

福祉局 介護保険課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分③）
19,440

福祉局 介護保険課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分②）
4,320

福祉局 介護保険課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分【他】③）
93,960

福祉局 介護保険課 平成26年07月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分⑨）
56,720

福祉局 介護保険課 平成26年07月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分④）
45,144

福祉局 介護保険課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度4月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
1,360

福祉局 介護保険課 平成26年07月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度4月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
35,710

福祉局 介護保険課 平成26年07月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分⑥）
4,320

福祉局 介護保険課 平成26年07月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分⑤）
58,320

福祉局 介護保険課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬の支出について（平成２６年５月分追給）
23,038

福祉局 介護保険課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書の作成料の支払いについて（６月分）
74,520

福祉局 介護保険課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分⑧）
3,780

福祉局 介護保険課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分⑦）
22,680

福祉局 介護保険課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書の作成料の支払いについて（６月分）
112,320

福祉局 介護保険課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、6月年金保険者還付金の支出について（基礎年金、歳出）
779,402

福祉局 介護保険課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、6月年金保険者還付金の支出について（国民年金、歳出）
193,341

福祉局 介護保険課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、6月年金保険者還付金の支出について（厚生年金、歳出）
206,136

福祉局 介護保険課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（6月分）
987

福祉局 介護保険課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 オンライン納付書印刷業務にかかる経費の支出について
226,800

福祉局 介護保険課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（6月分）
5,465

福祉局 介護保険課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書の作成料の支払いについて（６月分）
46,440

福祉局 介護保険課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護サービス等給付費の支払いについて（６月支給決定分）
79,443,615

福祉局 介護保険課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（６月支給決定分）
50,349,919

福祉局 介護保険課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（６月支給決定分）
114,586,833

福祉局 介護保険課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（６月支給決定分）
89,468,654

福祉局 介護保険課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度特定入所者介護サービス費等給付費の支払いについて（６月支給決定分）
97,820

福祉局 介護保険課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、６月分還付金の支出について（口座、歳出）
2,499,548

福祉局 介護保険課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分【他】④）
3,240

福祉局 介護保険課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（５月分）
59,747,850

福祉局 介護保険課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託実施及び所要経費の支出について（平成26年6月分）
27,435

福祉局 介護保険課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 大都市介護保険担当課長会議（平成２６年度前期）にかかる所要経費の支出について（再支出）
37,020

福祉局 介護保険課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険制度パンフレット（外国語版）翻訳・版下作成業務にかかる所要経費の支出について
334,800

福祉局 介護保険課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（６月分）
993,776

福祉局 介護保険課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託実施及び所要経費の支出について（平成26年6月分）
53,565

福祉局 介護保険課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(7月分)
28,253

福祉局 介護保険課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(7月分)
13,880

福祉局 介護保険課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（６月分）
92,880

福祉局 介護保険課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分【他】⑤）
29,160

福祉局 介護保険課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度介護保険住宅改修費等適正給付事業業務委託にかかる経費の支出について（上半期分）
2,182,460

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成26年6月審査分）
665

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成26年6月審査分）
68,179

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（６月分）の支出について
997,298

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（６月分）の支出について
283,258
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福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（６月分）の支出について
3,144,657

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（６月分）の支出について
59,220

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（６月分）の支出について
749,162

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書の作成料の支払いについいて（６月分）
96,120

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(５月分)
959,040

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年6月審査分）
15,578,107,957

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年6月審査分）
1,218,694,719

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成26年6月審査分）
272,028,507

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成26年6月審査分）
526,101,586

福祉局 介護保険課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成26年6月審査分）
15,748,744

福祉局 介護保険課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険指定指導事務用家具（片袖机）外３点の購入にかかる同所要経費の支出について
293,544

福祉局 介護保険課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（６月分）
4,059,612

福祉局 介護保険課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年6月分）の支出について
2,312

福祉局 介護保険課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年6月分）の支出について
20,638

福祉局 介護保険課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市介護認定審査会委員研修（新任研修）にかかる会場借上げに伴う経費の支出について
27,000

福祉局 介護保険課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（６月分）
23,370,197

福祉局 介護保険課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年6月分）の支出について
8,116

福祉局 介護保険課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（６月分）
32,034,735

福祉局 介護保険課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（６月分）
265,960

福祉局 介護保険課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（６月分）
98,280

福祉局 介護保険課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分⑪）
78,620

福祉局 介護保険課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（5月分【他】⑥）
6,480

福祉局 介護保険課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（６月分）
103,291

福祉局 介護保険課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（６月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（６月分）
1,708,905

福祉局 介護保険課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 第３回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員報酬等の支出について
160,050

福祉局 介護保険課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 第３回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員報酬等の支出について
6,660

福祉局 介護保険課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（6月分）
34,679

福祉局 介護保険課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（6月分）
4,720

福祉局 介護保険課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（6月分）
2,593

福祉局 介護保険課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（６月分）の支出について
12,720

福祉局 介護保険課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
13,784

福祉局 介護保険課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（6月分）
26,157

福祉局 介護保険課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（６月分）
321,300

福祉局 介護保険課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（6月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(7月分)
40,191

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(7月分)
9,293

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（6月分）
35,309

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成26年6月分）
2,376

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成26年6月分）
15,066

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託料の支出について（6月分）
86,354

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(7月分)
51,444

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について（6月分）
136,559

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（6月分）
195,470

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（6月分）
8,798,119

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（７月分）
43,200

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度介護保険要介護認定調査業務委託料の支出について（６月分）
85,272,641

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（６月分）
7,560
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福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（6月分③）
25,920

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の手話通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（６月分）
42,336

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入係る所要経費の支出について（６月分）
283,068

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（６月分）
268,293

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護サービス費等給付費の支払いについて（６月支給決定・個別支払分）
73,872

福祉局 介護保険課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、７月分還付金の支出について（口座、歳出）
2,886,227

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　５月分
84,133

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について　５月分
129,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　５月分
26,438

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　５月分
596

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　５月分
106,787

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　５月分
71,044

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ）購入経費の支出について
28,275

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ　麻子仁丸エキス顆粒）購入経費の支出について
1,462

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院用　ペーパータオル買入および同所要経費の支出について（平成２６年６月分）
26,697

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アドエア２５０ディスカス６０吸入用）購入経費の支出について
6,791

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」外１点）購入経費の支出について
4,785

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託（契約項目以外分）にかかる経費の支出について
2,624

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　微生物検査業務委託（年間契約項目以外分）にかかる経費の支出について
1,728

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について（５月分）
1,800,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　６月分
601,884

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　６月分
1,056,347

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第2特養運営用　高齢者保健福祉実務事典追録外１点買入経費の支出について
8,304

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第２特養運営用　平成２６年度大阪府社会福祉協議会会費の支出について
114,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について　５月分
31,542

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　５月分の支出について
8,962

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について（６月分）
66,426

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について（６月分）
50,304

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　５月分の支出について
2,872

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　５月分の支出について
15,811

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　設備監視装置保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（第１四半期分）
162,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
2,700

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
486,872

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
9,325

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
16,330

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
9,458

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
1,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
8

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　レスプリ用サーマルラベル購入にかかる経費の支出について
23,760

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　スペアキー　購入にかかる経費の支出について
5,616

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　除細動器バッテリー　４点　購入にかかる経費の支出について
95,040

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
34,978

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（５月分）
3,474

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　インクカートリッジ　外３点購入にかかる経費の支出について
13,564

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　診察用チェアー２点にかかる経費の支出について
55,944

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　臨時処方箋　印刷にかかる経費の支出について
25,920

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　建物修繕料 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院棟給湯配管修繕工事にかかる経費の支出について
183,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
15,144
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福祉局 弘済院管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院医療用　酸素濃縮装置賃貸借にかかる経費の支出について（５月分）
47,682

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（第１四半期分）
152,280

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建築物等維持管理業務委託経費の支出について（６月分）
1,161,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（第１四半期分）
187,920

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第2特養運営用　「若年性認知症・初期認知症の支援力向上研修」への参加経費の支出について
2,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（第１四半期分）
278,964

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院除草ごみ収集運搬業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（第１回中間払い）
238,204

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施および同所要経費の支出について（６月分）
144,720

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入契約および経費の支出について（６月分）
3,108

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第2特養運営用　市内出張交通費等の支出について　６月分
800

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（６月分）
11,513

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月分）
2,733,760

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（６月分）
1,508,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金６月分の支出について
12,080

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（６月分）
1,468

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月分）
3,477,368

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２７点買入及び経費の支出について
22,529

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　潤滑剤ほか１０点の買入及び経費の支出について
7,830

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（６月分）
33,075

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２７点買入及び経費の支出について
14,610

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　潤滑剤ほか１０点の買入及び経費の支出について
37,854

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（６月分）
130,950

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　潤滑剤ほか１０点の買入及び経費の支出について
2,488

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　CT検査予約票　外３点印刷にかかる経費の支出について
265,680

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　心電図記録紙　購入にかかる経費の支出について
21,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２７点買入及び経費の支出について
69,719

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　移動型Ｘ線装置修理にかかる経費の支出について
131,760

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（６月分）
78,624

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（６月分）
24,386

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（６月分）
663,975

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　医事業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（６月分）
1,879,200

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（６月分）
263,541

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（６月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　害虫等防除業務委託経費の支出について（４月・５月・６月分）
75,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第2特養運営用　「おおさか抑制のない高齢者ケア研究会」への参加経費の支出について
1,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターにおける認知症疾患医療の視察にかかる旅費の支出について
144,900

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　不燃性廃棄物処理業務（単価契約）委託料の支出について　６月分
105,300

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（６月分）
202,222

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（６月分）
190,099

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　６月分の支出について
14,709

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　新聞購読料（４～６月分）の支出について
68,943

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　６月分の支出について
3,784

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
71,820

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　６月分の支出について
21,047

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　自動分析装置修理にかかる経費の支出について
76,896

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
3,742

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
24,948

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　製氷機修繕にかかる経費の支出について
8,640
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福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
142,506

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
141,793

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
5,400

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
274,249

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
43,016

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
27,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
25,137

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院微生物検査業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について
30,434

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　６月分
6,149

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて　６月分
26,147

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について　６月分
58,245

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつテープ止めタイプ買入（単価契約）の支出について　６月分
30,043

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　６月分
2,441

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　６月分
81,524

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　６月分
1,117

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について　６月分
120,150

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　６月分
31,946

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）　６月分
58,924

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第2特養運営用　リスクマネジメント研修会参加経費の支出について
1,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
21,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院用　ペーパータオル買入および同所要経費の支出について（平成２６年７月分）
30,034

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇＰＴＰ）（単価契約）６月分経費の支出について
148,737

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）６月分経費の支出について
287,686

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）６月分経費の支出について
107,730

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）６月分経費の支出について
14,817

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（オパルモン錠５μｇＰＴＰ）（単価契約）６月分経費の支出について
263,682

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠５ｍｇヒート）（単価契約）６月分経費の支出について
171,271

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　血糖測定器及び電極外１点購入経費の支出について
25,056

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇバラ）（単価契約）６月分経費の支出について
259,200

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ１瓶）（単価契約）６月分経費の支出について
208,448

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇヒート）（単価契約）６月分経費の支出について
262,656

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）６月分経費の支出について
196,849

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠２０ｍｇバラ）（単価契約）６月分経費の支出について
212,193

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）６月分経費の支出について
283,046

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）６月分経費の支出について
147,476

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　６月分
14,008

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（６月分）
10,270

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　６月分
110,587

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　６月分
61,016

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について　６月分
56,751

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　分包紙購入にかかる経費の支出について
249,480

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　放射線科受付空調機修理にかかる経費の支出について
261,694

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）６月分経費の支出について
1,360,800

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）６月分経費の支出について
737,725

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）６月分経費の支出について
1,160,285

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）６月分経費の支出について
1,701,159

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）６月分経費の支出について
628,279

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠２０ｍｇヒート）（単価契約）６月分経費の支出について
760,527
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福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）６月分経費の支出について
407,322

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）６月分経費の支出について
1,177,387

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院医療用　酸素濃縮装置賃貸借にかかる経費の支出について（６月分）
47,682

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について　６月分
12,268

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　「地方財務実務提要」追録購入及び同所要経費の支出について
6,789

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費６月分の支出について（ＭＴ－４６６６　介護者分）
35,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費６月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　介護者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費６月分の支出について（ＳＵＮＹ７０１７）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費６月分の支出について（ＭＴ－４６６６　被験者分）
35,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費６月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　被験者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　管外出張旅費（６月分）の支出について
7,070

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　平成２６年度地域精神医療フォーラム（第１０回全国認知症疾患医療センター連絡協議会）参加にかかる旅費の支出について
57,660

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　平成２６年度看護師研修　看護共通７「みんなで考える看護倫理」参加にかかる経費の支出について
6,283

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　エアウェイ　大人用　購入にかかる経費の支出について
345

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（６月分）
5,554

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　平成２６年度看護師研修　地域看護２「病棟管理者としてできる退院支援・調整①」参加にかかる経費の支出について
9,363

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院管理運営用　平成２６年度地域精神医療フォーラム（第１０回全国認知症疾患医療センター連絡協議会）参加にかかる経費の支出について
2,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　メスシリンダー購入経費の支出について
1,458

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　検査部冷却遠心機修繕にかかる経費の支出について
32,076

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ＦＤＰスライドテスト－２Ｂ　外１点）購入経費の支出について
17,123

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ　麻子仁丸エキス顆粒）購入経費の支出について
1,462

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ラコールＮＦ配合経腸用固形剤）購入経費の支出について
22,021

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」外１点）購入経費の支出について
5,263

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（６月分）
5,778

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（６月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託（契約項目以外分）にかかる経費の支出について
1,436

福祉局 弘済院管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　カルテ収納庫　買入にかかる経費の支出について
75,600

福祉局 診療所 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（５月分）
11,975

福祉局 診療所 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業（診断・判定分））にかかる支出について（５月分）
9,116

福祉局 診療所 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 診療所業務用第１１１回日本小児精神神経学会への出席に伴う出張及び同所要経費の支出について
27,580

福祉局 診療所 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用ペーパータオル　外１２点の購入経費の支出について
86,257

福祉局 診療所 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成２６年度白衣等洗濯請負契約（概算契約）にかかる所要経費の支出について（６月分）
17,474

福祉局 診療所 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業（診断・判定分））にかかる支出について（６月分）
6,476

福祉局 診療所 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（６月分）
41,050

福祉局 管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度「身体障がい者通所言語訓練事業」の実施及び同経費の支出について（7月～9月分）
1,360,553

福祉局 管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度「補装具・福祉機器普及事業」の実施及び同経費の支出について（7月～9月分）
4,004,487

福祉局 管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度「身体障がい者通所肢体訓練事業」の実施及び同経費の支出について（7月～9月分）
4,396,874

福祉局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年5月分）
6,267

福祉局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託実施並びに同所要経費の支出について（４月分・５月分）
869,769

福祉局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（5月分）
408,240

福祉局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年5月分）
522

福祉局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年5月分）
209

福祉局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託実施並びに同所要経費の支出について（４月分・５月分）
69,507

福祉局 管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ゴム印の買入にかかる経費の支出について
7,620

福祉局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成26年5月分）
35,819

福祉局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用『厚生福祉』（年間購読）購入経費の支出について（４月～６月分）
13,284

福祉局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年6月分）
61,920

福祉局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年6月分）
1,430
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福祉局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる支出について（6月分）
14,305

福祉局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入について（6月分）
7,980

福祉局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年6月分）
200

福祉局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成２６年５月分）
9,650

福祉局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（訪問診断事業用車両「なにわ300ほ4375」）
27,840

福祉局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用蛍光ランプ外3点買入経費の支出について
28,620

福祉局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
68,336

福祉局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（6月分）
408,240

福祉局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託実施並びに同所要経費の支出について（6月分）
408,033

福祉局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託実施並びに同所要経費の支出について（6月分）
32,607

福祉局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成26年5月分）
49,796

福祉局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成26年4月分）
38,353

福祉局 管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター空調設備用オイル買入経費の支出について
12,960

福祉局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成26年6月分）
29,106

福祉局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（6月分）
12,342

福祉局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（6月分）
12,099

福祉局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（6月分）
1,911

福祉局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　備品修繕料 庁内情報システムパソコンの修理にかかる経費の支出について
64,800

福祉局 相談課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成26年5月）
48,015

福祉局 相談課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成26年5月）
1,480

福祉局 相談課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国（身体・知的）障がい者更生相談所長協議会総会への出席にかかる経費の支出について
28,900

福祉局 相談課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市発達障がい児専門療育機関業務受託法人選定会議にかかる報償金の支出について（平成26年6月10日開催分）
50,675

福祉局 相談課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　発達障がい者支援センター運営等事業にかかる所要経費支出について（第２四半期分）
18,500,000

福祉局 相談課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（第2四半期分）北摂杉の子会・スポ協・オフィスｂｏｎ（谷町）分
9,110,000

福祉局 相談課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（平成２６年７月契約オフィスぼん北堀江分）（第２四半期分）
3,150,000

福祉局 相談課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度　高齢者のための車椅子フィッティングセミナーへの参加及び同所要経費の支出について
36,260

建設局 管理部管理課 平成26年07月01日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４２）
2,203

建設局 管理部管理課 平成26年07月01日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７）
1,530

建設局 管理部管理課 平成26年07月01日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４１）
5,875

建設局 管理部管理課 平成26年07月01日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９）
6,691

建設局 管理部管理課 平成26年07月02日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２４）
1,530

建設局 管理部管理課 平成26年07月02日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２２）
2,635

建設局 管理部管理課 平成26年07月02日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２３）
5,385

建設局 管理部管理課 平成26年07月02日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号８）
8,160

建設局 管理部管理課 平成26年07月02日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２）
2,692

建設局 管理部管理課 平成26年07月02日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１）
8,018

建設局 管理部管理課 平成26年07月03日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４７）
2,550

建設局 管理部管理課 平成26年07月03日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３１）
11,544

建設局 管理部管理課 平成26年07月03日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９）
10,036

建設局 管理部管理課 平成26年07月03日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３０）
2,210

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２１）
3,485

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号８６）
3,019

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２８）
8,160

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５０）
5,385

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４９）
2,203

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４８）
370

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５４）
3,345

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７８）
6,364
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建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２７）
2,125

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３８）
741

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３７）
1,550

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３４）
3,427

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６５）
979

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２６）
8,160

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２９）
3,672

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１６）
4,324

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３２）
649

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３９）
7,017

建設局 管理部管理課 平成26年07月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２５）
5,140

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号８４）
3,753

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５９）
2,040

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６０）
2,380

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６３）
4,161

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６４）
4,814

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７１）
11,586

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号８２）
7,915

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７３）
10,036

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７９）
3,019

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号８１）
4,977

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６７）
8,241

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７９）
7,017

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号８７）
1,955

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５８）
408

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９４）
3,508

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５５）
1,404

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９５）
8,160

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５１）
2,040

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６６）
2,040

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８２）
1,445

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７５）
5,711

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９３）
7,680

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５７）
278

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９６）
163,200

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９０）
6,283

建設局 管理部管理課 平成26年07月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３４）
4,458

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１６０）
7,017

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２２５）
2,125

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５６）
2,125

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２１５）
2,638

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５９）
5,610

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１７）
3,590

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１１）
9,605

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１６７）
850

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１３）
1,615

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０４）
3,060

建設局 管理部管理課 平成26年07月08日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２１）
8,078
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建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９６）
10,280

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２０９）
3,427

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１４）
370

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５８)
4,488

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５０）
7,099

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０５）
6,201

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０３）
4,080

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７１）
3,427

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９７）
50,422

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号８５）
8,812

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４２）
3,100

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０６）
2,692

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２０）
1,305

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２１２）
3,825

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０１）
5,304

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１６５）
2,448

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５７）
571

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２２２）
1,224

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２２３）
2,856

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２３）
8,160

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７７）
2,611

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３６）
6,364

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２３１）
3,019

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２９）
489

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１６３）
5,467

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２６９）
6,528

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３２）
6,119

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２４）
6,364

建設局 管理部管理課 平成26年07月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１６１）
7,507

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７０）
425

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２５０）
40,800

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２１７）
2,774

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２１０）
3,655

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２１４）
1,785

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２２６）
4,732

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７６）
1,020

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０８）
4,406

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３３）
652

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２３２）
1,795

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２３０）
8,894

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２２０）
9,955

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２９４）
2,975

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４４）
4,732

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２１３）
2,774

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４５）
8,812

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４６）
4,324

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０７）
9,784

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９３）
1,275
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建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８９）
27,090

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８３）
10,689

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２７）
2,805

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２８２）
1,700

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９８）
8,252

建設局 管理部管理課 平成26年07月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５０５）
2,635

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）桜橋駐車場
912,727

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）長堀駐車場等
14,744,081

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３０）
1,615

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３０２）
2,937

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２０８）
2,125

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９５）
5,222

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２９７）
22,357

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３３６）
1,142

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２９５）
4,161

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２８１）
2,366

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２８６）
1,955

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２３４）
2,935

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２３７）
39,983

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２６３）
24,561

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２７８）
17,595

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２４１）
5,956

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２６４）
3,672

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３１０）
5,712

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２５２）
2,975

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２５４）
6,936

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２５６）
12,566

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２５９）
36,882

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１５）
4,569

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２８４）
1,713

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９２）
425

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２６２）
4,787

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２６７）
3,590

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２８０）
1,142

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２７１）
170

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２７３）
734

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２４６）
3,060

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３０３）
680

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３１２）
5,304

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２３９）
6,854

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９８）
2,635

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２３３）
13,136

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８５）
819

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３１７）
2,125

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２６８）
834

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２７７）
2,805

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２８３）
834

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２６０）
979



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２８５）
6,120

建設局 管理部管理課 平成26年07月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２３８）
1,142

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（5月分）長居公園地下駐車場
189,646

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３６２）
7,344

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３５１）
408

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２０３）
5,712

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３６１）
765

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３３３）
47,975

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３１１）
13,463

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２４８）
11,260

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３３７）
5,304

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３５８）
6,264

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２７４）
5,956

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３６５）
12,076

建設局 管理部管理課 平成26年07月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３３４）
1,105

建設局 管理部管理課 平成26年07月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３４０）
1,060

建設局 管理部管理課 平成26年07月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３４４）
2,448

建設局 管理部管理課 平成26年07月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３３８）
8,075

建設局 管理部管理課 平成26年07月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２４３）
4,165

建設局 管理部管理課 平成26年07月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３４６）
5,956

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）十三駐車場等
3,011,737

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３７７）
7,507

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３７０）
6,936

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３１８）
4,487

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３８５）
16,310

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３７４）
571

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３５４）
1,105

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３６４）
6,772

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３８３）
11,923

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３４７）
979

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３８１）
21,080

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３７１）
8,078

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７５）
8,160

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３１９）
3,145

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３３２）
3,145

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２７６）
185

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３０９）
1,190

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号２９１）
4,675

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３２０）
2,890

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３３１）
3,427

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３２３）
10,524

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３２９）
4,896

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３１５)
4,760

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号３０６）
185

建設局 管理部管理課 平成26年07月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４３０）
1,190

建設局 管理部管理課 平成26年07月17日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４１２）
185

建設局 管理部管理課 平成26年07月22日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 大阪府防災通信協会退会に伴う通報機廃止作業経費の支出について
10,800

建設局 管理部管理課 平成26年07月23日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７７）
6,527
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建設局 管理部管理課 平成26年07月23日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４４）
2,856

建設局 管理部管理課 平成26年07月25日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（北摂）６月分の支出について
121,253

建設局 管理部管理課 平成26年07月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（６月分）プロバイダ料
1,922

建設局 管理部管理課 平成26年07月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 長堀通地下駐車場施設維持管理業務に係る経費の支出について（第２四半期分）
4,750,000

建設局 管理部管理課 平成26年07月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（6月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
511,048

建設局 管理部管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（守口）６月分の支出について
70,398

建設局 管理部管理課 平成26年07月30日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（守口）６月分の支出について
88,513

建設局 管理部管理課 平成26年07月30日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 菅原城北大橋有料道路回数券払い戻し業務に係る郵便料金の支払いについて（６月分）
242,104

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成２６年６月分）の支出について
4,522

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（６月分）大阪国道事務所分
7,776

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用(ＩＰ電話)の支出について（４月・５月・６月分）
1,240

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（６月分）ＡＴＣ分
8,640

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度大阪駅前ダイヤモンド地下街共同防火防災管理協議会会費の支出について
180,000

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度長堀地下街共同防火防災管理協議会会費の支出について
100,000

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（６月分）ＯＣＡＴ駐車場
44,092

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（6月分）長居公園地下駐車場
143,684

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（６月分）ＡＴＣ駐車場
23,154

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（６月分）船場パーキング
418,056

建設局 管理部管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（6月分）中央区役所駐車場等
102,730

建設局 測量明示課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 北田辺工区外２公共基準点網再整備業務委託の委託料前払金の支出について
2,610,000

建設局 測量明示課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 鶴橋西道路区域線確定測量業務委託の委託料前払金の支出について
3,240,000

建設局 測量明示課 平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 森小路工区外２公共基準点網再整備業務委託の委託料前払金の支出について
2,350,000

建設局 測量明示課 平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 東中浜南工区外３公共基準点網再整備業務委託の委託料前払金の支出について
2,080,000

建設局 測量明示課 平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 北山・細工谷道路区域線確定測量業務委託の委託料前払金の支出について
2,570,000

建設局 測量明示課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量明示業務用雨合羽買入経費の支出について
62,478

建設局 測量明示課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量明示業務用虫よけスプレー外１点買入経費の支出について
27,461

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
254,232

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
42,768

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２６年６月分）
6,750

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
345,060

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用平成２２年度契約分測量計算ＣＡＤシステム機器等（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
331,192

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
60,873

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用平成２１年度契約分測量計算ＣＡＤシステム（都市整備局）長期借入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
509,328

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用普通自動車（バン）（都市整備局）長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
142,560

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（平成２６年８月分）
259,200

建設局 測量明示課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
42,969

建設局 測量明示課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量明示業務用３級基準点鋲外１点買入経費の支出について
1,134,000

建設局 測量明示課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 測量業務用プリズム修繕経費の支出について
35,640

建設局 測量明示課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　賠償金 市有地（未利用地）売却に伴う境界確定誤謬による損害賠償金の支出について
1,294,545

建設局 路政課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 放棄車両リサイクルに係る自動車リサイクル料金の支払いについて（５月分）
5,950

建設局 路政課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（２００８年度）一式長期借入－３の支出について（４月分）
12,312

建設局 路政課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪駅前地下道不正使用防止及び是正巡回警備業務委託の経費に係る第２回中間精算金（５月分）の支出について
1,077,840

建設局 路政課 平成26年07月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（１８）
2,207,400

建設局 路政課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（２００８年度）一式長期借入－３の支出について（５月分）
12,312

建設局 路政課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（６月分）の支出について
14,128

建設局 路政課 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン回線使用料の支出について（５月分）
8,502

建設局 路政課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（６月分）
3,082
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建設局 路政課 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 平成26年度　道路使用料徴収用ＯＣＲ用紙（納入通知書）印刷経費の支出について
77,112

建設局 路政課 平成26年07月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン長期借入経費支出について（２６年６月分）
6,502

建設局 路政課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（６月分）の支出について①
28,042

建設局 路政課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（６月分）の支出について②
10,702

建設局 路政課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路管理システム対応端末機器等（２０１３年度）長期借入経費の支出について（６月分）
235,162

建設局 路政課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（２００８年度）一式長期借入－３の支出について（６月分）
12,312

建設局 路政課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度道路管理システムの利用にかかる負担金の支出について
88,944,000

建設局 路政課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（１９）
2,294,700

建設局 路政課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る立退補償費の支出について（３２）
18,513,200

建設局 自転車対策課 平成26年07月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（６月分）
28,022,615

建設局 自転車対策課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張等交通費（６月分）
12,532

建設局 自転車対策課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（６月）
19,180

建設局 自転車対策課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 放置自転車対策用　保管通知葉書印刷にかかる経費の支払いについて
31,104

建設局 自転車対策課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 防犯登録照会システムデータ修繕（緊急）にかかる経費の支出について
59,400

建設局 自転車対策課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－２（６月分）の支出について
39,420

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 防犯登録照会システム用回線使用料の支出について（６月分）
24,591

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 我孫子自転車保管所機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について
262,440

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（６月分）
3,794,040

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（６月分）
2,002,320

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（６月分）
1,113,480

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（６月分）
1,584,360

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（６月分）
4,283,280

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（６月分）
2,802,600

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（６月分）
4,040,280

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（６月分）
4,636,440

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（６月分）
2,442,960

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（６月分）
1,581,120

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（６月分）
1,877,040

建設局 自転車対策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 放置自転車対策に係る南巽駅自転車駐車場土地賃借料の支出について（第１四半期）
1,125,960

建設局 工務課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度中浜工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
574,560

建設局 工務課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 上ノ宮学園前筋線外1道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
2,647,840

建設局 工務課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度中浜工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
123,120

建設局 工務課 平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西成区内萩之茶屋１丁目地内外道路照明灯改良工事の前払金の支出について
25,880,000

建設局 工務課 平成26年07月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 西成区第３６９号線道路照明灯設置工事－２の工事精算金の支出について
3,398,760

建設局 工務課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度6月分）
234,106

建設局 工務課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度6月分）
116,316

建設局 工務課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（６月分）の支出について
57,482

建設局 工務課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（６月分）の支出について
13,736

建設局 工務課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年6月分）
109,593

建設局 工務課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年6月分）
109,593

建設局 工務課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年6月分）
109,593

建設局 工務課 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の前払金の支出について
35,550,000

建設局 工務課 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の前払金の支出について
36,950,000

建設局 工務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（６月分）
169,225

建設局 工務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（６月分）
169,225

建設局 工務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（６月分）
507,677

建設局 工務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（６月分）
112,816

建設局 工務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（６月分）
98,735
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建設局 工務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 水防組合費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度淀川左岸、淀川右岸、大和川右岸水防事務組合大阪市負担金（第2回）の支出について
50,907,000

建設局 工務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（６月分）
1,174,435

建設局 工務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（６月分）
228,644

建設局 工務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式　長期借入の支出について（６月分）
63,065

建設局 工務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について
102,498

建設局 工務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（６月分）
86,233

建設局 工務課 平成26年07月30日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 菅原城北大橋料金徴収設備点検業務委託の委託料精算金の支出について
1,036,800

建設局 工務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（６月分）の支出について
62,982

建設局 工務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２６年７月分）の支出について
4,022

建設局 工務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（６月分）
140,121

建設局 工務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２６年７月分）の支出について
1,341

建設局 工務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２６年７月分）の支出について
2,682

建設局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 第144回大都市土木協議会会費の支出について（平成26年7月3日実施分）
4,000

建設局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　土木関係ＪＩＳ要覧追録第２２９号外７点買入経費の支出について
34,247

建設局 総務課 平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　ＪＶ工事実務の手引追録第５５号外２点買入経費の支出について
10,737

建設局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（５月分）の支出について
1,224

建設局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録第８２２－８２４号外４点買入経費の支出について
173,573

建設局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市中央卸売市場本場防火防犯交通協力会分担金の支出について(平成26年度分)
8,000

建設局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（４月～６月分）買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（４月～６月分）買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞外１点（４月～６月分）買入経費の支出について
51,276

建設局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞（４月～６月分）買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用受話器用カールコードの買入に係る経費の支出について
17,860

建設局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成26年6月分(7月請求))
5,506

建設局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成26年6月分(7月請求))
2,873,477

建設局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成26年7月分(7月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成26年8月分(7月請求))
26,930

建設局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎事務室等賃借料及び共益費の支出について(平成26年8月分(7月請求)）
31,761,696

建設局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について(平成26年8月分(7月請求))
71,282

建設局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ駐車場使用料の支出について(平成26年8月分(7月請求))
151,200

建設局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成26年8月分(7月請求))
31,173

建設局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（５月分）
147,050

建設局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（５月分）
3,720

建設局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞（４月～６月分）買入経費の支出について
3,075

建設局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成26年6月分(7月請求))
11,988

建設局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成26年6月分(7月請求))
43,956

建設局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度ファクシミリ装置一式(Ａ)外1点借入にかかる経費の支出について(平成26年6月分(7月請求))
59,107

建設局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成26年6月分(7月請求))
85,883

建設局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等用電話回線使用料の支出について(平成26年6月分(7月請求))
329,462

建設局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（６月分）
502,789

建設局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成26年7月分(7月請求))
6,000

建設局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（６月分）の支出について
820

建設局 職員課 平成26年07月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 締固用機械特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
4,320

建設局 職員課 平成26年07月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 巻上機特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
2,058

建設局 職員課 平成26年07月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 締固用機械特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
27,680

建設局 職員課 平成26年07月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 巻上機特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
29,942

建設局 職員課 平成26年07月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 第二種電気工事士試験受験講座の受講ならびに所要経費の支出について（平成26年7月6日実施分）
648

建設局 職員課 平成26年07月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 第二種電気工事士試験受験講座の受講ならびに所要経費の支出について（平成26年7月6日実施分）
36,000
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建設局 職員課 平成26年07月09日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 危険物取扱者保安講習の受講ならびに所要経費の支出について（土木部門）（平成26年7月9日実施分）
82

建設局 職員課 平成26年07月09日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 危険物取扱者保安講習の受講ならびに所要経費の支出について（土木部門）（平成26年7月9日実施分）
432

建設局 職員課 平成26年07月09日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者保安講習の受講ならびに所要経費の支出について（土木部門）（平成26年7月9日実施分）
4,700

建設局 職員課 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成26年5月）の支出について
4,780

建設局 職員課 平成26年07月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講ならびに所要経費の支出について（平成26年8月28日実施分）
864

建設局 職員課 平成26年07月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講ならびに所要経費の支出について（平成26年8月28日実施分）
154,000

建設局 職員課 平成26年07月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 危険物取扱者免状書換申請の実施ならびに所要経費の支出について（平成26年7月16日実施分）
6,400

建設局 職員課 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 平成26年度　建設局メンタルヘルス研修の実施に係る所要経費の支出について（平成26年6月25日・26日実施分）
42,722

建設局 職員課 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　公共測量研修にかかるテキスト代（印刷物等）の支出について
11,308

建設局 職員課 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　公園・緑化研修にかかるテキスト代（書籍）の支出について
2,544

建設局 職員課 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　公園・緑化研修にかかるテキスト代（印刷物等）の支出について
20,984

建設局 職員課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 職務内容別民間給与調査（技能職員）の調査票返信にかかる料金受取人払経費の支出について（平成26年6月分）
3,116

建設局 職員課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 職務内容別民間給与調査（技能職員）の調査票返信にかかる料金受取人払経費の支出について（平成26年6月分）
570

建設局 経理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（５月分）
21,114

建設局 経理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（５月分）
161,230

建設局 経理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（５月分）
14,232

建設局 経理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（５月分）
117,616

建設局 経理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（５月分）
30,044

建設局 経理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（５月分）
5,818

建設局 経理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（５月分）
6

建設局 経理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（５月分）
236,525

建設局 経理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　４月分　単価契約）
1,215,907

建設局 経理課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　４月分　単価契約）
2,107,432

建設局 経理課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　４月分　単価契約）
36,952

建設局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（４月分）にかかる買入経費の支出について
10,391

建設局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（７月分）
52,554

建設局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（７月分）
19,232

建設局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（４月分）にかかる買入経費の支出について
195

建設局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（７月分）
17,412

建設局 経理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）５月分
17,246

建設局 経理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）５月分
206,456

建設局 経理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉外１０９点買入経費の支出について
336,493

建設局 経理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)５月分
12,505

建設局 経理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉外１０９点買入経費の支出について
317,318

建設局 経理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　５月分　単価契約）
739,800

建設局 経理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　５月分　単価契約）
266,226

建設局 経理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　５月分　単価契約）
140,748

建設局 経理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　５月分　単価契約）
1,309

建設局 経理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　５月分　単価契約）
1,255,189

建設局 経理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（５月分）
9,194

建設局 経理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　５月分　単価契約）
2,342,480

建設局 経理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　５月分　単価契約）
23,861

建設局 経理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（５月分）にかかる買入経費の支出について
12,571

建設局 経理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成５月分にかかる経費の支出について
68,926

建設局 経理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成５月分にかかる経費の支出について
34,775

建設局 経理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成５月分にかかる経費の支出について
10,687

建設局 経理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成５月分にかかる経費の支出について
57,710

建設局 経理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成５月分にかかる経費の支出について
87,440
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建設局 経理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成５月分にかかる経費の支出について
3,431

建設局 経理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（５月分）にかかる買入経費の支出について
31,156

建設局 経理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（6月分－2）
2,183

建設局 経理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（6月分－2）
9,720

建設局 経理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（6月分－2）
4,100

建設局 経理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（6月分－2）
32,350

建設局 経理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　６月分　単価契約）
976,536

建設局 経理課 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（７月分)
186,000

建設局 経理課 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（７月分)
25,000

建設局 経理課 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（７月分)
5,000

建設局 企画課 平成26年07月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）６月分の支出について
320

建設局 企画課 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）６月分の支出について
3,720

建設局 企画課 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）６月分の支出について
480

建設局 道路部調整課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住之江工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費前払金の支出について
1,400,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東淀川区第５２４号線舗装補修工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
5,960,920

建設局 道路部調整課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費前払金の支出について
2,560,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東淀川区第５２４号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
24,384,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成２６年　５月分）
1,774,628

建設局 道路部調整課 平成26年07月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　市内一円道路整備に伴う測量業務委託の委託料前払金の支出について
1,540,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度研修「道路整備施策」に係る参加費の支出について
69,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月07日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（平成２６年　５月分）
2,289

建設局 道路部調整課 平成26年07月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区２号線舗装新設工事の工事費精算金の支出について
26,684,480

建設局 道路部調整課 平成26年07月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 占用駐車場にかかる下水道の敷地占用料の支出について
30,003,400

建設局 道路部調整課 平成26年07月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 占用駐車場にかかる臨港道路占用料の支出について
17,750,820

建設局 道路部調整課 平成26年07月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 JR東海道線支線、阪急連立、JR片町線・東西線の現状及び課題説明に係る管外出張旅費の支出について
57,680

建設局 道路部調整課 平成26年07月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度　都道府県指定都市道路連絡協議会総会及び全国ブロック会議の出席に係る管外出張旅費の支出について
44,040

建設局 道路部調整課 平成26年07月11日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成２６年　６月分）
1,515,985

建設局 道路部調整課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 都道府県・政令市担当者意見交換会への出席にかかる管外出張旅費の支出について（道路部調整課）
29,240

建設局 道路部調整課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 都道府県・政令市担当者意見交換会への出席にかかる管外出張旅費の支出について（橋梁課）
29,240

建設局 道路部調整課 平成26年07月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２６年　６月分）
45,577

建設局 道路部調整課 平成26年07月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 負担金、補助及交付金　会費 橋梁点検実務者講習会にかかる参加費の支出について
8,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成26年度　Think Our Street推進委員会総会への出席にかかる管外出張について
29,260

建設局 道路部調整課 平成26年07月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度　連続立体交差事業実務担当者講習会の参加にかかる管外出張旅費の支出について
37,600

建設局 道路部調整課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 都市計画道路長堀東西線（クリスタ長堀公共地下歩道）外２の維持管理に関する協定書（平成２６年度）に伴う概算払いの支出について（平成２６年度第２期分）
27,670,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 都市計画道路長堀東西線（クリスタ長堀公共地下歩道）外２の維持管理に関する協定書（平成２６年度）に伴う概算払いの支出について（平成２６年度第２期分）
24,040,750

建設局 道路部調整課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　特別旅費 平成２６年度　国土交通大学校専門課程　道路構造物　設計・施工コースの受講にかかる管外出張旅費の支出について
45,290

建設局 道路部調整課 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の電気料金の支出について（平成２６年　６月分）
265,744

建設局 道路部調整課 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 安治川河底トンネル監視室電話代の支出について（平成２６年　６月分）
2,959

建設局 道路部調整課 平成26年07月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 大阪都市計画図（道路現況・市街地開発）外１点 印刷経費の支出について
972,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成２６年　６月分）
55,080

建設局 道路部調整課 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の水道料金の支出について（平成２６年　６月分）
1,620

建設局 道路部調整課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 阪堺大橋耐震対策工事の工事費精算金の支出について
84,858,720

建設局 道路部調整課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２６年６月分）
100,062,638

建設局 道路部調整課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成２６年　７月分）
271,749

建設局 道路部調整課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成２６年　６月分）
852,790

建設局 道路部調整課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２６年　６月分）
1,220,347

建設局 道路部調整課 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２６年６月分）
6,027

建設局 道路部調整課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 大都市道路整備促進協議会幹事会への出席にかかる管外出張旅費の支出について
57,480
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建設局 道路部調整課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急連立に伴う水道施設の支障移設に関するH26年度協定にかかる概算金の支出について
15,260,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 城東区第６８２号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
16,556,120

建設局 道路部調整課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北区第８２４７号線舗装補修工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
2,392,920

建設局 道路部調整課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北区第８２４７号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
17,710,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 城東区第６８２号線舗装補修工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
2,970,144

建設局 道路部調整課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 平成26年度　橋梁定期点検調査業務委託の委託料前払金の支出について
29,440,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 下寺町３歩道橋撤去工事の工事費精算金の支出について
20,986,440

建設局 道路部調整課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 福島桜島線（北港通）舗装補修工事の工事費精算金の支出について
27,488,900

建設局 道路部調整課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 福島桜島線（北港通）舗装補修工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
189,803

建設局 道路部調整課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 福島桜島線（北港通）舗装補修工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
1,908,249

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（６月分）の支出について
2,980

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成２６年　６月分）
1,784,096

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　６月分）
6,490

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（平成２６年　６月分）
12,980

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（平成２６年　６月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（平成２６年　６月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（平成２６年　６月分）
399,176

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　６月分　道路管理費）
168,292

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線専用料の支出について（平成２６年　６月分）
116,360

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）の支出について（平成２６年　６月分）
138,909

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　６月分　橋梁管理費）
34,092

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（平成２６年　６月分）
21,728

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 平成26年度安治川河底隧道警備業務委託の委託料中間払の支出について（６月分）
2,911,680

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 阪急連立事業の用地取得にかかるH26事務委託契約にかかる概算金の支出について
8,985,600

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２６年度補償契約－３の概算金の支出について
2,815,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２６年度補償契約－４の概算金の支出について
401,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２６年度補償契約－２の概算金の支出について
2,890,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２６年度補償契約－１の概算金の支出について
277,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（６月分）の支出について
11,399

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金（６月分）の支出について
8,100

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（平成２６年　６月分）
12,980

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路構造物点検調査等業務委託の委託料前払金の支出について
1,050,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路構造物点検調査等業務委託の委託料前払金の支出について
16,120,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 瓜破大橋左岸取付高架橋外１橋床版補強その他工事の工事費前払金の支出について
3,642,000

建設局 道路部調整課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 瓜破大橋左岸取付高架橋外１橋床版補強その他工事の工事費前払金の支出について
12,728,000

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 加美巽川護岸補修工事－８（科目追加）の工事費精算金の支出について
4,050

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 加美巽川護岸補修工事－８の工事費精算金の支出について
6,677,970

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 加美巽川護岸補修工事－８の工事費精算金の支出について
5,387,500

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業懸案事項等意見交換に係る管外出張旅費の支出について
87,720

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 報償費　報償金 第５回道頓堀川水辺利用検討会の開催にかかる報償金の支出について
64,020

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 南海トラフ巨大地震津波浸水対策に関する要望に係る管外出張旅費の支出について
28,670

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 報償費　報償金 第１回道頓堀川水辺空間利用にかかる管理運営予定者選定委員会の開催にかかる報償金の支出について
64,020

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（６月分）
2,703

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
4,320

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（６月分）
5,148

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（６月分）
10,926

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（６月分）
24,192

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（６月分）
1,706
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建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（６月分）
793,800

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外４か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（６月分）
32,548

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（６月分）
149,564

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（６月分）
73,110

建設局 下水道河川部調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（６月分）
25,471

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　軍手買入経費の支出について
65,318

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　エンジンチェーンソー用替刃買入経費の支出について
30,780

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（4月分）その２
640

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月09日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃業務委託長期継続の委託料の支出について（平成26年4・5月分）
429,065

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　６月分電話料金等の支出について
110,628

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その4）
3,880

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路管理用　トナーカートリッジ外１点買入経費の支出について
60,804

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その６）
3,862

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（５月分）
11,706

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場調査用　長柄箒外2点買入経費の支出について
44,798

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 備品修繕用　自転車用タイヤ外1点買入経費の支出について
17,280

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（５月分）
15,570

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
16,060

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　自動車定期整備（中間点検）（東部その１）にかかる軽費の支出について
13,608

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　軽自動車（なにわ８８０あ４６）修繕にかかる軽費の支出について
36,396

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,940

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃業務委託長期継続の委託料の支出について（平成26年6月分）
161,477

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　７月分電話等料金の支出について
112,436

建設局 田島工営所 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年５月分）
41,378

建設局 田島工営所 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年５月分）
21,420

建設局 田島工営所 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年５月分）
760

建設局 田島工営所 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２６年６月分）
5,040

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度上之宮出張所安全運転管理者法定講習会手数料の支出について（平成２６年７月７日実施分）
4,200

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用でんぷんのり買入経費の支出について
61,776

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用自動車定期点検整備（中間点検）（西部その１）に係る経費の支出について
12,420

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－その１）
21,547

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－その１）
14,278

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－その１）
20,372

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－その１）
16,740

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）上半期（単価契約）（5月分）の支出について
34,432

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 渡船施設整備用ワイヤクリップ外９点買入経費の支出について
787,868

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用、市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
3,994

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（５月分）
11,720

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－その２）
30,118

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－その２）
200

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用アルカリ乾電池外４点買入経費の支出について
15,336

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 現場作業用アルカリ乾電池外４点買入経費の支出について
10,422

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 渡船施設整備用波板外２点買入経費の支出について
66,420

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 船舶用燃料Ａ重油買入にかかる経費の支出について
471,420

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 浚渫船用燃料軽油買入にかかる経費の支出について
189,540

建設局 市岡工営所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
57,719

建設局 市岡工営所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
3,300

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（６月分）にかかる支出について
240
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建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（６月分）にかかる支出について
10,232

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 平成２６年度衛生管理者免許試験（７月）に伴う旅費の支出について
2,980

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
30,636

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
6,630

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
13,420

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　手数料 東横堀川水門「ホイスト式天井クレーン」にかかる性能検査受検手数料の支出について
16,200

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,900

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 委託料　委託料 落合上渡船場の渡船運航業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成２６年度第１四半期分）
12,819,600

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 河川・渡船管理事務所仮設倉庫　長期借入（その２）にかかる経費の支出について（６月分）
112,581

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 旧南工営所光熱水費の支出について（５月使用分電気料金）
27,857

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　塗料買入にかかる経費の支出について
41,472

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所光熱水費の支出について（２６年６月分電気料金）
232,970

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　南部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
16,172

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 備品購入費　機械器具費 河川管理作業用　残留塩素測定器買入にかかる経費の支出について
59,400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　道路維持作業車（なにわ８０あ２２４８）修繕にかかる経費の支出について
19,310

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　ダンボール箱買入にかかる経費の支出について
37,260

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全運転管理者等法定講習（平野工営所分）にかかる受講料の支出について（平成２６年７月１７日実施分）
8,400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費および近接地管外出張旅費の支出について
900

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　ツールボックス外８点買入にかかる経費の支出について
55,742

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内電話料金の支出について（６月使用分ＫＤＤＩ）
5,302

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　南部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
16,172

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張交通費および近接地管外出張旅費の支出について（２６年６月分）
1,340

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　竹ほうき外４点買入にかかる経費の支出について
45,975

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２６年５月分）の支出について
6,817

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
71,525

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 旧南工営所光熱水費の支出について（６月使用分電気料金）
29,226

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 道路維持作業用　スバル発電機修繕（緊急）にかかる経費の支出について
94,413

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 住之江工営所外１か所電話料金（ＮＴＴ６月分）にかかる経費の支出について
191,283

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（５月分）
5,370

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
18,410

建設局 平野工営所 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
38,197

建設局 平野工営所 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,700

建設局 平野工営所 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,780

建設局 平野工営所 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
19,872

建設局 平野工営所 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
600

建設局 平野工営所 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成２６年５月分)の支出について
13,170

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（５月分）
10,850

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ80あ2253号車）修繕にかかる経費の支出について
34,840

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年07月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　野田出張所空調設備修繕(緊急)にかかる経費の支出について
441,136

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ1733号車）修繕にかかる経費の支出について
3,456

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（５月分）
7,410

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 中津倉庫（北区中津６－１２）電気料金の支出について（平成２６年４月～６月分）
2,895

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
38,887

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,560

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
18,036

建設局 十三工営所 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
26,257

建設局 十三工営所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（５月分）
1,130

建設局 十三工営所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（６月分）
7,910
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建設局 公園管理課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園　アイファー舎１階養生室空調機修繕（緊急）経費の支出について
454,680

建設局 公園管理課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用南部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
1,000,065

建設局 公園管理課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用天王寺動植物公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
949,786

建設局 公園管理課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用大規模公園等清掃除草作業業務委託料の支出について（第２四半期分）
18,734,133

建設局 公園管理課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用東部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
1,038,635

建設局 公園管理課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用大阪城公園ほか３公園清掃除草作業業務委託料の支出について（第２四半期分）
23,168,232

建設局 公園管理課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用北部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
2,007,017

建設局 公園管理課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用西部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
1,683,305

建設局 公園管理課 平成26年07月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　消耗品費 有料施設維持管理用　テニス審判台　買入経費の支出について
36,720

建設局 公園管理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　人工樹皮　買入経費の支出について
153,360

建設局 公園管理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　にがり　買入経費の支出について
372,600

建設局 公園管理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四道路作業車（なにわ８８０あ３）修繕（緊急）経費の支出について
82,328

建設局 公園管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ80あ2355号車)
16,850

建設局 公園管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ80あ2355号車)
6,600

建設局 公園管理課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 ホームレス対策用　デジタルカメラ　買入経費の支出について
42,552

建設局 公園管理課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺動植物公園植物温室展示用　カトレア－１　ほか１１８点買入経費の支出について
665,280

建設局 公園管理課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　ホッキョクグマ舎空調機修繕（緊急）経費の支出について
628,182

建設局 公園管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報償費　報償金 第１回大阪市公園・スポーツ施設指定管理予定者選定会議にかかる委員報酬の支出について
64,020

建設局 公園管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　消耗品費 有料施設管理用　野球スコアボード　外３点　買入経費の支出について
289,980

建設局 公園管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　印刷製本費 天王寺公園・天王寺動物園入園者及び園外配布用　天王寺公園・天王寺動物園　園内用リーフレット外２点印刷請負一式経費の支出について
1,175,040

建設局 公園管理課 平成26年07月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園　警備員室空調機修繕（緊急）経費の支出について
190,490

建設局 公園管理課 平成26年07月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　刷毛　外２２点　買入経費の支出について
290,520

建設局 公園管理課 平成26年07月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 緑化普及ＰＲ用　緑化普及啓発広報紙「ひふみ」印刷請負一式経費の支出について（第１四半期分）
135,270

建設局 公園管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　全自動洗濯機　買入経費の支出について
58,320

建設局 公園管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　中徳公園複合遊具修繕（緊急）経費の支出について
300,240

建設局 公園管理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　家庭用殺虫剤　外６点　買入経費の支出について
129,438

建設局 公園管理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　千島公園公園灯修繕（緊急）経費の支出について
53,028

建設局 公園管理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　上汐公園外１公園公園灯修繕（緊急）経費の支出について
34,560

建設局 公園管理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　調理場業務用蒸器修繕（緊急）経費の支出について
31,050

建設局 公園管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 平成26年度労働安全衛生教育受講料（平成26年7月22日、23日実施分）の支出について（伐木等（チェーンソー）特別教育）
7,713

建設局 公園管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度労働安全衛生教育受講料（平成26年7月22日、23日実施分）の支出について（伐木等（チェーンソー）特別教育）
37,029

建設局 公園管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　マリンブーツ－１　外３点　買入（その２）経費の支出について
37,551

建設局 公園管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度大阪城西の丸庭園等運営業務委託料の支出について（５月分）
522,000

建設局 公園管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度加賀屋緑地運営業務委託料の支出について（６月分）
588,600

建設局 公園管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　ミニバックホー修繕（緊急）経費の支出について
280,800

建設局 公園管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　フォークリフト修繕（緊急）経費の支出について
99,360

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
24,552

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
55,355

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
85,233

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
518,878

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度大阪城西の丸庭園等運営業務委託料の支出について（６月分）
522,000

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 有料施設管理用　大阪城公園駐車場（普通車専用）機械ゲート機器一式長期借入経費の支出について（平成２６年４～６月分）
668,736

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 有料施設管理用　大阪城玉造口機械ゲート機器一式長期借入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
441,936

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 有料施設管理用　大阪城公園駐車場（バス専用）機械ゲート機器一式長期借入経費の支出について（平成２６年４～６月分）
372,600

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　医薬材料費 公園・動物園維持管理用　ミルベマイシンＡ錠１０　外１点　買入経費の支出について
234,360

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理作業用　麦わら帽子　外８点買入経費の支出について
104,252

建設局 公園管理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園内放置自転車・自動二輪車違法駐車対策業務委託料の支出について（第２四半期分）
2,247,890

建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地バーベキュー場・キャンプ場運営業務委託料の支出について（６月分）
833,170
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建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用大阪城駐車場運営業務委託（長期継続）料の支出について（第１四半期分）
1,172,248

建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用大阪城玉造口機械ゲート運営業務委託（長期継続）料の支出について（第１四半期分）
409,050

建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地有料施設清掃業務委託料の支出について（６月分）
421,200

建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地ホール等有料施設運営業務委託料の支出について（６月分）
875,520

建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　園芸ラベル　外２２点　買入経費の支出について
831,600

建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　堆肥　外２点　買入経費の支出について
579,960

建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 公園維持管理用　新・大阪市緑の基本計画印刷請負経費の支出について
269,460

建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　桃ヶ池公園複合遊具修繕経費の支出について
316,440

建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　散水車（なにわ８００さ７４５４）修繕（緊急）経費の支出について
141,048

建設局 公園管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　散布車（ＴＯＲＯ　スプレイアー）修繕（緊急）経費の支出について
64,800

建設局 公園管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　塩化ビニール手袋　外７点買入経費の支出について
60,350

建設局 公園管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　インクカートリッジ－１　外３点　買入経費の支出について
37,152

建設局 公園管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ41ち3995 号車・定期点検整備(継続検査)経費の支出について
19,980

建設局 公園管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ80あ2355 号車・定期点検整備(継続検査)経費の支出について
16,956

建設局 公園管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Aほか5点借入（再リース）にかかる経費の支出について（６月分）
54,000

建設局 公園管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウスほか1点借入（再リース）にかかる経費の支出について（６月分）
27,000

建設局 公園管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業ホームレス対策用軽自動車借入（西南方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1676・6月分）
29,916

建設局 公園管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業ホームレス対策用軽自動車借入（東部方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1675・6月分）
24,300

建設局 公園管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　切り下げ縁石　外１２点　買入経費の支出について
919,587

建設局 公園管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
86,694,529

建設局 公園管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
112,503,448

建設局 公園管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度咲くやこの花館管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
77,604,017

建設局 公園管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 施設維持管理用　南部方面公園事務所　危険物倉庫換気扇修繕（緊急）経費の支出について
130,464

建設局 公園管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
25,466,500

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,520

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ピートモス　外７点　買入経費の支出について
194,400

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,560

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天保山公園スイング遊具・東田中公園パラレルハンガー修繕経費の支出について
243,648

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園　バードゲージ電気配管・配線　修繕（緊急）経費の支出について
496,800

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　豊里さつき公園２連ブランコ修繕経費の支出について
32,184

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　城北菖蒲園　便所修繕（緊急）経費の支出について
559,159

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
19,440

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　清掃ダンプ（なにわ４８０か５３５８）修繕（緊急）経費の支出について
43,416

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　芝刈機（スナッパーＣＰ２１６０１８ＫＷＶ）修繕（緊急）経費の支出について
34,257

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
156

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
800

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　アスファルト常温合材　外１点　買入経費の支出について
71,280

建設局 公園管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　肩掛け式刈払機　買入経費の支出について
31,860

建設局 公園管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（６月分）
62,982

建設局 公園管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地乗馬苑運営業務委託料の支出について（第１四半期分）
5,300,100

建設局 公園管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度浦江庭球場外７施設管理運営補助業務委託料の支出について（６月分）
342,017

建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用北部方面公園事務所外２箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（第１四半期分）
82,620

建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用南部方面公園事務所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（第１四半期分）
42,120

建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用東部方面公園事務所外１箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（第１四半期分）
50,220

建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　６月分
41,076

建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度中之島公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（第１四半期分）
1,314,434

建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度天王寺公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（第１四半期分）
839,895

建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ41ち4114 号車外3台・定期点検整備(継続検査)経費の支出について
59,400
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建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　ミニバックホー修繕（緊急）（その２）経費の支出について
297,000

建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度天王寺公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（第１四半期分）
3,072,675

建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度靱公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（第１四半期分）
4,215,240

建設局 公園管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度中之島公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（第１四半期分）
2,939,686

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（上半期分）概算買入経費の支出について（平成２６年６月分）
108,000

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張等交通費（６月分）の支出について
86,662

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　異径カップリング　外１３点　買入経費の支出について
223,560

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　タイヤ・チューブセット　買入経費の支出について
15,768

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　中之島公園公園灯修繕（緊急）経費の支出について
74,520

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　桜之宮公園公園灯修繕（緊急）経費の支出について
74,520

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東天満公園外１公園公園灯修繕（緊急）経費の支出について
137,700

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ41ち3404 号車外1台・定期点検整備(継続検査)経費の支出について
64,800

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ80あ2357 号車外1台・定期点検整備(継続検査)経費の支出について
69,120

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（６月分）の支出について
6,317

建設局 公園管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（５月分）の支出について
41,290

建設局 公園緑化部調整課 平成26年07月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　市岡公園防球柵改修工事－２の工事費の精算払いについて
1,546,140

建設局 公園緑化部調整課 平成26年07月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　市岡公園防球柵改修工事－２の工事費の精算払いついて
22,194,700

建設局 公園緑化部調整課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（４月分）の支出について
39,246

建設局 公園緑化部調整課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査実行委員会幹事会　第４回幹事会への出席に伴う旅費の支出について
28,500

建設局 公園緑化部調整課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　会費 公園事業用　平成２６年度　行政施策講習会参加費の支出について
20,560

建設局 協働課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（５月分）
39,674

建設局 協働課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　西南方面管内街路樹維持工事（港湾緑地除く）の前払金の支出について
25,380,000

建設局 協働課 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　西南方面管内街路樹維持工事（港湾緑地除く）の前払金の支出について
3,020,000

建設局 協働課 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内公園樹維持工事－１の前払金の支出について
8,900,000

建設局 協働課 平成26年07月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　鶴見緑地樹木維持工事の前払金の支出について
15,000,000

建設局 協働課 平成26年07月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　東部方面管内街路樹維持工事－２の前払金の支出について
19,260,000

建設局 協働課 平成26年07月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内公園樹維持工事－４の前払金の支出について
6,990,000

建設局 協働課 平成26年07月14日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　東部方面管内街路樹維持工事－２の前払金の支出について
2,320,000

建設局 協働課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－４の前払金に支出について
8,520,000

建設局 協働課 平成26年07月18日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－４の前払金に支出について
810,000

建設局 協働課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　東部方面管内公園樹維持工事－２の前払金の支出について
14,480,000

建設局 協働課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　西部方面管内公園樹維持工事－1の前払金の支出について
11,600,000

建設局 協働課 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　東部方面管内街路樹維持工事－１の前払金の支出について
22,210,000

建設局 協働課 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　東部方面管内街路樹維持工事－１の前払金の支出について
2,090,000

建設局 協働課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　西部方面管内公園樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
4,603,074

建設局 協働課 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　西部方面管内街路樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
7,115,314

建設局 協働課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（６月分）
44,449

建設局 協働課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
6,542,056

建設局 協働課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　天王寺動植物公園管内街路樹維持工事の工事費の支出（完成払い）について
8,425,020

建設局 協働課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内公園樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
4,224,810

建設局 協働課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　東部方面管内公園樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
4,054,890

建設局 協働課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　東部方面管内公園樹維持工事－２の工事費の支出（完成払い）について
5,655,300

建設局 協働課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　東部方面管内街路樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
7,615,974

建設局 協働課 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　天王寺動植物公園管内公園樹維持工事の工事費の支出（完成払い）について
6,394,321

建設局 協働課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内街路樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
6,278,737

建設局 協働課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－２の工事費の支出（完成払い）について
5,249,685

建設局 協働課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－３の工事費の支出（完成払い）について
7,117,719

建設局 協働課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－４の工事費の支出（完成払い）について
3,685,878
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建設局 協働課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内公園樹維持工事－２の工事費の支出（完成払い）について
3,674,947

建設局 協働課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内公園樹維持工事－３の工事費の支出（完成払い）について
6,206,259

建設局 協働課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内公園樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
3,755,180

建設局 協働課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内公園樹維持工事－４の工事費の支出（完成払い）について
2,856,630

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（５月分）/真田山公園事務所
7,760

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）／真田山公園事務所
9,663

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）／真田山公園事務所
7,020

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（５月分）/東部方面公園事務所
9,640

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年６月分）の支出について
2,707

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年６月分）の支出について
1,540

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（６月分）
2,160

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２６年６月分）の支出について
63,474

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／東部方面公園事務所
41,288

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／東部方面公園事務所
8,359

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／東部方面公園事務所
4,000

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 大阪城公園内警備業務委託料（第１回中間金）の支出について
8,352,453

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成２６年６月分）の支出について
41,011

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　東部方面公園事務所電話料金（平成２６年６月分）の支出について
46,462

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（６月分）/真田山公園事務所
8,330

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（６月分）/東部方面公園事務所
13,800

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／真田山公園事務所
9,178

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／真田山公園事務所
12,960

建設局 東部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／真田山公園事務所
5,810

建設局 西部方面公園事務所 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成２６年５月分)
223,327

建設局 西部方面公園事務所 平成26年07月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園管理用　平成２６年度安全運転管理者等法定講習参加費の支出について
8,400

建設局 西部方面公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／港・大正公園事務所
16,178

建設局 西部方面公園事務所 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（６月分）西部方面公園事務所
9,090

建設局 西部方面公園事務所 平成26年07月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内等出張交通費の支出について（６月分）／港・大正公園事務所
1,660

建設局 西部方面公園事務所 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）/西部方面公園事務所
21,194

建設局 西部方面公園事務所 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）/西部方面公園事務所
30,056

建設局 西部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について（西部方面公園事務所　平成２６年６月分）
32,428

建設局 南部方面公園事務所 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（５月分）/南部方面公園事務所
8,150

建設局 南部方面公園事務所 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園管理用　平成２６年度安全運転管理者等法定講習会受講料の支出について
8,400

建設局 南部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
38,078

建設局 南部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,500

建設局 南部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,190

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）／城北公園事務所
3,775

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（５月分）／城北公園事務所
10,290

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
15,813

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,250

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月08日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　北部方面公園事務所矢倉緑地　上水使用料の支出について（５月分）
13,686

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園事業用　平成２６年度安全運転管理者等法定講習会受講料の支出について
4,200

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（５月分）/十三公園事務所
8,210

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（４月分）/十三公園事務所
720

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（５月分）の支出について
32,599

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　旭公園庭球場電話使用料（５月利用分）の支出について
2,703

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　旭公園庭球場電話使用料（４月利用分）の支出について
2,703

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度城北公園内警備業務委託にかかる支出について
2,938,680
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建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
18,407

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
13,392

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（６月分）
2,005,214

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園工業用水道使用料の支出について（７月分）
2,030,497

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
31,811

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
11,782

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園事業用　平成26年度城北菖蒲園入場料金徴収業務委託にかかる支出について
915,732

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／城北公園事務所
38,634

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／城北公園事務所
392

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　毛馬桜之宮公園の水道使用料の支出について（７月分）
71,496

建設局 北部方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　旭公園庭球場電話使用料（６月利用分）の支出について
2,703

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（６月分）
5,120,490

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（６月分）
1,945,773

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 鶴見緑地公園管理用市内出張交通費等の支出について(６月分)/花博記念公園事務所
10,508

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 鶴見緑地公園管理用　ＬＰガス使用料の支出について（６月分）
15,837

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　工業用水道使用料の支出について（７月分）
1,647,961

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（６月分）
5,892,300

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度安全運転管理者法定講習の受講にかかる受講料の支出について/花博記念公園事務所
4,200

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　守口市下水道使用料の支出について（６月分）
523,485

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 平成２６年６月分　鶴見緑地公園管理用　電気料金の支出について
16,018,054

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）花博記念公園事務所
432

建設局 花博記念公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）花博記念公園事務所
930

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺動植物公園内警備業務委託－２　長期継続の支出について（６月分）その１
4,350,833

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺動植物公園内警備業務委託－２長期継続の支出ついて（６月分）その２
1,064,571

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
49,350

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
24,045

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 天王寺動物園及び天王寺公園入園者管理用　券売機借入（再リース）経費の支出について（６月分）
311,995

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
22,575

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
45,570

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算６００ｋｇ外４点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
1,207,301

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１７，０００ｋｇ外２点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
1,287,468

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）肉食獣用ソーセージ概算４０箱購入（上半期）経費の支出について（６月分）
166,320

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算５，２００ｋｇ外３点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
303,264

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オレンジ概算６５０ｋｇ外９点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
69,487

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（６月分）
122,472

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算３，５００ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（６月分）
237,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 動物園事業用　第３１回コアラ計画推進会議出席にかかる出張旅費の支出について（非常勤嘱託職員分）
37,900

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（５月分）その２／天王寺動物公園事務所
1,080

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園事業用　平成２６年度天王寺公園・動物園　券売機保守業務委託の支出について（６月分）
48,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　第３１回コアラ計画推進会議出席にかかる出張旅費の支出について
75,800

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜概算６，０００ｋｇ外７点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
360,676

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ概算８０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（６月分）
34,776

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵概算９０ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
10,584

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パンの耳概算１，２００ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（６月分）
22,044

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）タマネギ概算５０ｋｇ外６点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
470,674

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算１５，０００ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
505,440

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算１，１５０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（６月分）
548,100

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算４５０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（６月分）
142,084
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ヒマワリの種概算２０ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
37,260

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）愛玩家禽用配合飼料概算８５０ｋｇ外３点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
44,064

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算３０ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
2,073

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算６，５００ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
273,194

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺公園・天王寺動物園出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる支出について（6月分）
3,610,521

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウス概算１０，０００匹外３点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
159,300

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）フタホシコオロギ１・２齢概算３０，０００匹外１点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
28,080

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ枝の整枝業務委託経費の支出について（4月1日～6月30日分）
381,888

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その６）経費の支出について（4月1日～6月30日分）
626,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その５）経費の支出について（4月1日～6月30日分）
2,926,800

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その１）経費の支出について（4月1日～6月30日分）
3,099,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その２）経費の支出について（4月1日～6月30日分）
2,246,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その３）経費の支出について（4月1日～6月30日分）
9,309,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その４）経費の支出について（4月1日～6月30日分）
2,678,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　損害保険料 天王寺公園・天王寺動物園の入園者に対する賠償責任保険料の支出について
50,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）活マウス概算１００匹外１点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
43,848

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）蜂蜜概算１０ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
3,240

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールウォーム概算６０箱外１点購入（上半期）経費の支出について（６月分）
64,800

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 動物園事業用　ユーカリ栽培委託先事業者の管理・監督にかかる出張旅費の支出について
117,450

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 動物園事業用　ユーカリ栽培委託先事業者の管理・監督にかかる出張旅費の支出について（非常勤嘱託職員分）
116,870

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年07月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（６月分）／天王寺動物公園事務所
24,180

建設局 西南方面公園事務所 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　南港中央公園にかかる電気料金の支出について（平成２６年５月分）
374,461

建設局 西南方面公園事務所 平成26年07月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）／西南方面公園事務所
34,270

建設局 西南方面公園事務所 平成26年07月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）／西南方面公園事務所
1,728

建設局 西南方面公園事務所 平成26年07月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（６月分）／西南方面公園事務所
4,580

建設局 西南方面公園事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　南港中央公園にかかる電気料金の支出について（平成２６年６月分）
356,579

港湾局 財産活用担当 平成26年07月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 （財産活用事務用）測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について　平成26年5月分
4,876

港湾局 財産活用担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（６月分）（財活－１９）
594

港湾局 財産活用担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（６月分）（財活－１９）
1,026

港湾局 財産活用担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金の支出について（６月分）（財活－１５）
8,329

港湾局 財産活用担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務用　ＡＴＣ地下１階部分の賃貸借料の支出について（8月分）
1,092

港湾局 財産活用担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 (財産活用事務用)平成26年度　測量業務システム(機器更新)長期借入にかかる支出について　第1四半期分
213,678

港湾局 財産活用担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 (財産活用事務用)平成24年度 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入(設計変更)にかかる経費の支出について第8回中間払い(H26年4月～6月分)
62,630

港湾局 財産活用担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 (財産活用事務用)平成24年度 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入(設計変更)にかかる経費の支出について第8回中間払い(H26年4月～6月分)
37,713

港湾局 財産活用担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 (財産活用事務用)平成26年度　測量業務システム(機器更新)長期借入にかかる支出について　第1四半期分
175,932

港湾局 財産活用担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 （財産活用事務用）測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について　平成26年6月分
4,876

港湾局 財産活用担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（平成２６年６月分）の支出について
3,120

港湾局 財産活用担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
9,734

港湾局 開発調整担当 平成26年07月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(５月分)の支出について
1,240

港湾局 開発調整担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　切手の購入並びに同所要経費の支出について
1,950

港湾局 開発調整担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(６月分)の支出について
600

港湾局 開発調整担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(６月分)の支出について
240

港湾局 開発調整担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について　第１四半期（平成26年４～６月）分
6,056

港湾局 開発調整担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞ほか２点の購入にかかる経費の支出について　第１四半期（平成26年４～６月）分
19,900

港湾局 開発調整担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務用 蛍光ペン(イエロー)他7点の購入経費の支出について
3,305

港湾局 開発調整担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の購入にかかる経費の支出について　第１四半期（平成26年４～６月）分
6,056

港湾局 開発調整担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　日本海事新聞の購入にかかる経費の支出について　第１四半期（平成26年４～６月）分
12,150

港湾局 計画担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　大分県庁ほかへの出張旅費の支出について（６／１１～１２　大分県大手町）
51,490
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港湾局 計画担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地出張旅費の支出について（平成２６年度６月分）
1,400

港湾局 計画担当 平成26年07月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　愛媛県庁への出張旅費の支出について（６／２５　愛媛県松山市）
22,100

港湾局 計画担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計データ出力システムの運用保守業務委託　長期継続（平成２６年４月～６月分）に係る経費の支出について
174,960

港湾局 計画担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ作成処理業務委託　長期継続（平成２６年６月分）に係る経費の支出について
1,252,800

港湾局 計画担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入（その２）（平成２６年６月分）に係る経費の支出について
35,640

港湾局 計画担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　三井ガーデンホテル広島への出張旅費の支出について（７／２３　広島県広島市）
42,360

港湾局 計画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　エバーグリーン・シッピング・エージェンシー・ジャパン株式会社への出張旅費の支出について（６／３０　東京都江東区）
29,260

港湾局 計画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地出張旅費の支出について（平成２６年度６月分）
19,260

港湾局 計画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２６年度産経新聞の購入に係る経費の支出について（平成２６年４月～平成２６年６月分）
12,111

港湾局 計画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２６年度毎日新聞購入に係る経費の支出について（平成２６年４月～平成２６年６月分）
12,111

港湾局 計画担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 　事務参考用　平成２６年度朝日新聞ほか１点購入に係る経費の支出について（平成２６年４月～平成２６年６月分）
25,638

港湾局 計画担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２６年度読売新聞の購入経費の支出について（平成２６年４月～平成２６年６月分）
12,111

港湾局 計画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　国土交通省他への出張旅費の支出について（６/３０～７/１　東京都千代田区他、静岡市清水区）
49,730

港湾局 保全監理担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 建築業務用陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）５月分の支出について
15

港湾局 保全監理担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 高速道路通行料の支出について〔工事車両用〕（H26.5.使用分）
1,640

港湾局 保全監理担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 工事用　請第5700号　大阪港内底質除去工事（福町堀その３）にかかる前払金の支出について
43,547,000

港湾局 保全監理担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 工事用　請第5700号　大阪港内底質除去工事（福町堀その３）にかかる前払金の支出について
323,000

港湾局 保全監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 保全監理担当（設計）用　（工事管理用）市内出張旅費の支出について（６月分）
4,460

港湾局 環境整備担当 平成26年07月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 環境整備担当業務用　地下鉄回数カードほか１点買入にかかる経費の支出について
12,000

港湾局 環境整備担当 平成26年07月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 環境整備担当業務用　地下鉄回数カードほか１点買入にかかる経費の支出について
30,000

港湾局 環境整備担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局担当業務用ＥＴＣ利用高速道路通行料（５月分）の支出について
1,640

港湾局 環境整備担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（６月分）の支出について
2,370

港湾局 環境整備担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 北港管理運営用　平成２６年度請第６１０５号　夢洲埋立地揚土付帯業務委託の支出について
7,767,360

港湾局 設備担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ローラー刷毛ほか７点買入にかかる経費の支出について
132,625

港湾局 設備担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ローラー刷毛ほか７点買入にかかる経費の支出について
104,976

港湾局 設備担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ローラー刷毛ほか７点買入にかかる経費の支出について
40,370

港湾局 設備担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ローラー刷毛ほか７点買入にかかる経費の支出について
35,445

港湾局 設備担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）5月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
10,816

港湾局 設備担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ローラー刷毛ほか７点買入にかかる経費の支出について
12,960

港湾局 設備担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　塗料用シンナーほか８点買入にかかる経費の支出について
30,888

港湾局 設備担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　塗料用シンナーほか８点買入にかかる経費の支出について
6,177

港湾局 設備担当 平成26年07月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　塗料用シンナーほか８点買入にかかる経費の支出について
144,288

港湾局 設備担当 平成26年07月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　塗料用シンナーほか８点買入にかかる経費の支出について
59,400

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰほか22点買入にかかる経費の支出について
18,090

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　シリンダブロックＯＨキットほか８点買入にかかる経費の支出について
360,145

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰほか22点買入にかかる経費の支出について
42,120

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　プレフィルターほか１１点買入にかかる経費の支出について
47,415

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　検油棒ほか７点買入にかかる経費の支出について
43,329

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰほか22点買入にかかる経費の支出について
7,765

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　検油棒ほか７点買入にかかる経費の支出について
933

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰほか22点買入にかかる経費の支出について
15,261

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰほか22点買入にかかる経費の支出について
15,606

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　検油棒ほか７点買入にかかる経費の支出について
69,167

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰほか22点買入にかかる経費の支出について
56,300

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　プレフィルターほか１１点買入にかかる経費の支出について
1,099,883

港湾局 設備担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰほか22点買入にかかる経費の支出について
143,726

港湾局 設備担当 平成26年07月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通貨物自動車緊急修繕経費の支出について
6,804

港湾局 設備担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－３　機械担当業務用　小便フラッシュバルブの買入にかかる経費の支出について
6,642
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港湾局 設備担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営施工用　シリンダーヘッド修繕　経費の支出について
108,000

港湾局 設備担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　Ｃ型鋼ほか１点買入れにかかる経費の支出について
112,698

港湾局 設備担当 平成26年07月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 船舶維持管理用　船舶「いそしぎ」検査手数料にかかる経費の支出について
30,700

港湾局 設備担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　脱脂洗浄剤ほか３点買入にかかる経費の支出について
59,400

港湾局 設備担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか５点買入にかかる経費の支出について
42,660

港湾局 設備担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （設電－１）近接地等出張交通経費の支出について（近接地等出張用　平成２６年６月分）
1,130

港湾局 設備担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　工業用窒素ガス買入にかかる経費の支出について
40,824

港湾局 設備担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 ４７Ｃ－３　機械担当業務用　第１種消防設備点検資格者再講習受講料の支出について
1,620

港湾局 設備担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか５点買入にかかる経費の支出について
42,660

港湾局 設備担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－３　機械担当業務用　第１種消防設備点検資格者再講習受講料の支出について
8,200

港湾局 設備担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　脱脂洗浄剤ほか３点買入にかかる経費の支出について
154,224

港湾局 設備担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか５点買入にかかる経費の支出について
12,960

港湾局 設備担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリー買入にかかる経費の支出について
88,992

港湾局 設備担当 平成26年07月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営施工用　六角棒鋼ほか９点買入にかかる経費の支出について
143,046

港湾局 設備担当 平成26年07月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　六角棒鋼ほか９点買入にかかる経費の支出について
10,260

港湾局 設備担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　セラミックリボンほか３点買入にかかる経費の支出について
38,880

港湾局 設備担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　漏電遮断機ほか３点買入にかかる経費の支出について
154,872

港湾局 設備担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　シリンダヘッドＯＨ消耗品セットほか４点買入れにかかる経費の支出について
394,988

港湾局 設備担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　セラミックリボンほか３点買入にかかる経費の支出について
107,136

港湾局 設備担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　漏電遮断機ほか３点買入にかかる経費の支出について
21,600

港湾局 設備担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　モーターサイレンの買入にかかる経費の支出について（直営電気-3）
24,300

港湾局 設備担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 ４７Ａ－５　機械担当業務用　咲洲トンネル通行券買入れ経費の支出について
22,500

港湾局 設備担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 （電事‐1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ（港湾局）買入経費の支出について（単価契約6月分　鶴町電気事務所管理用）
9,050

港湾局 設備担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通貨物自動車緊急修繕にかかる経費の支出について
106,768

港湾局 設備担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 庁舎管理用　請第３０００号　平成26年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について（４月～６月分）
687,339

港湾局 設備担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　コントロールケーブルほか１９点買入にかかる経費の支出について
18,360

港湾局 設備担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　コントロールケーブルほか１９点買入にかかる経費の支出について
29,808

港湾局 設備担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　コントロールケーブルほか１９点買入にかかる経費の支出について
25,455

港湾局 設備担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　コントロールケーブルほか１９点買入にかかる経費の支出について
10,195

港湾局 設備担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　コントロールケーブルほか１９点買入にかかる経費の支出について
85,428

港湾局 設備担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　コントロールケーブルほか１９点買入にかかる経費の支出について
11,016

港湾局 設備担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　コントロールケーブルほか１９点買入にかかる経費の支出について
153,425

港湾局 設備担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　デジタルホーンほか６点買入にかかる経費の支出について
203,688

港湾局 設備担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ドライバーソケットほか３６点買入にかかる経費の支出について
4,860

港湾局 設備担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　デジタルホーンほか６点買入にかかる経費の支出について
1,912

港湾局 設備担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ドライバーソケットほか３６点買入にかかる経費の支出について
4,860

港湾局 設備担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　デジタルホーンほか６点買入にかかる経費の支出について
32,540

港湾局 設備担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ドライバーソケットほか３６点買入にかかる経費の支出について
28,512

港湾局 設備担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ｃ－４　機械担当業務用　クレーン運転業務特別教育講習受講料の支出について
1,645

港湾局 設備担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－４　機械担当業務用　クレーン運転業務特別教育講習受講料の支出について
10,800

港湾局 設備担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ドライバーソケットほか３６点買入にかかる経費の支出について
170,434

港湾局 施設管理担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第9605号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（５月分）　臨港道路維持管理用
76,542

港湾局 施設管理担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２６年度第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（５月分）（事務所等管理用）
268,605

港湾局 施設管理担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直９０５-１号　特殊常温合材の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
116,640

港湾局 施設管理担当 平成26年07月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 請９２２３号　単管パイプ５点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
605,988

港湾局 施設管理担当 平成26年07月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　タイヤ補修（４ｔダンプ・ショベルローダ）にかかる経費の支出について
172,476

港湾局 施設管理担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　ラッカースプレー外３点買入にかかる経費の支出について
180,576

港湾局 施設管理担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－４号　貼付式路面表示材外１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
81,216



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

港湾局 施設管理担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（５月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
171,887

港湾局 施設管理担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（５月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
6,445

港湾局 施設管理担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 再生クラッシャラン・鉄鋼スラグ（５月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
36,612

港湾局 施設管理担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 軽油（５月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
37,992

港湾局 施設管理担当 平成26年07月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　滑り止めテープ外２点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
161,416

港湾局 施設管理担当 平成26年07月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 舗装用安全靴の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
105,840

港湾局 施設管理担当 平成26年07月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 安全運転管理者変更に伴う手数料（運転記録証明書の発行手数料）の支出について（緑地事務所等管理用）
710

港湾局 施設管理担当 平成26年07月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２号　ロータリーハンマードリルの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
92,448

港湾局 施設管理担当 平成26年07月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直９０１－２号　無収縮モルタルの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
166,320

港湾局 施設管理担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（６月分）の支出について
1,944

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（６月分）の支出について
650,637

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（６月分）の支出について
959,739

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　損害保険料 平成26年度　施第9611号　道路賠償責任保険料の支出について　臨港道路維持管理用
64,950

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　酸素ガス外１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
8,100

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　ぺデストリアンデッキ電気料金６月分の支出について
858,773

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 空調設備保守点検作業業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
57,348

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（重機関係）（５月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
64,800

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（５月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
105,516

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（５月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
438,426

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２号　番線の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
24,624

港湾局 施設管理担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（５月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
19,872

港湾局 施設管理担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（６月分）の支出について
724,571

港湾局 施設管理担当 平成26年07月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９００－１号　草刈機まさおＣＭ２２０部品の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
30,585

港湾局 施設管理担当 平成26年07月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０６号　鉄ピンの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
41,040

港湾局 施設管理担当 平成26年07月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務所等管理用　消火器置台買入にかかる経費の支出について
5,400

港湾局 施設管理担当 平成26年07月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 作業服用洗剤の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
59,400

港湾局 施設管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 直営工事用　小型建設機械の借入にかかる経費の支出について
14,040

港湾局 施設管理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処理業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
173,880

港湾局 施設管理担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について（平成２６年６月分）緑地維持管理用
2,400

港湾局 施設管理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 緑地維持管理用　ドラム軽油購入費用の支出について（６月分）
36,012

港湾局 施設管理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　職員輸送車借入の実施及び同経費の支出について
37,044

港湾局 施設管理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請６０６５号　緑地管理事務所清掃業務委託（４・５月分）の支出について（事務所等管理用）
160,000

港湾局 施設管理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（6月分）の支出について
16,740

港湾局 施設管理担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（６月分）の支出について
458,015

港湾局 施設管理担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（６月分）の支出について
10,457

港湾局 施設管理担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（６月分）の支出について
30,755

港湾局 施設管理担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（６月分）の支出について
2,250,398

港湾局 施設管理担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－４号　プライマーの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
32,616

港湾局 施設管理担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２号　ストッパー付メジャー外６点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
25,721

港湾局 施設管理担当 平成26年07月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（６月分）施設管理担当用
1,260

港湾局 施設管理担当 平成26年07月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　路盤紙の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
4,320

港湾局 施設管理担当 平成26年07月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（６月分）の支出について（事務所等管理用）
201,236

港湾局 施設管理担当 平成26年07月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 平成２６年度施設管理担当（緑地管理）建設機械(油圧ｼｮﾍﾞﾙ)法定点検整備業務委託の支出について　緑地維持管理用　６月分
21,600

港湾局 施設管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（６月分）の支出について
150,149

港湾局 施設管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道、新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（６月分）の支出について
784,701

港湾局 施設管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（６月分）の支出について
6,752,602

港湾局 施設管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 咲洲トンネル維持管理用　大阪港咲洲トンネル通行回数券再委託販売手数料の支出について（平成２６年度第１四半期分）
622,500

港湾局 施設管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成26年度　請第9610号　有料臨港道路（大阪港咲洲トンネル）管理業務委託経費（第2四半期：7月請求分）の支出について　トンネル維持管理用
109,500,000
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港湾局 施設管理担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋維持管理用　夢舞大橋電気料金（６月分）の支出について
819,421

港湾局 施設管理担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　負担金 夢舞大橋維持管理用　平成２６年度分電波利用料の支出について
9,500

港湾局 施設管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　建設機械借入（高所作業車）にかかる経費の支出について
194,400

港湾局 施設管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金
平成２６年度分　通行料改定に伴う有料臨港道路（大阪港咲洲トンネル）通行回数券の交換又は払戻に関する支出事務委託経費（７月分）の支出について：トンネル維持
管理用 30,000

港湾局 施設管理担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９００－１号　草刈機まさおＣＭ２２０部品外５点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
84,240

港湾局 施設管理担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当自動車修繕(4～6月分)の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
123,120

港湾局 施設管理担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２６年度第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施に係る経費の支出について（６月分）（事務所等管理用）
492,279

港湾局 施設管理担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直９０５－１、９０７－２号　舗装用レーキ柄外４点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
41,580

港湾局 施設管理担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直９０１－２号　普通ポルトランドセメントの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
24,786

港湾局 施設管理担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（６月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
6,157

港湾局 施設管理担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（６月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
241,714

港湾局 施設管理担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（６月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
159,030

港湾局 施設管理担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（重機関係）（６月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
113,400

港湾局 施設管理担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 軽油（６月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
34,571

港湾局 施設管理担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（６月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
17,550

港湾局 施設管理担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０２号　接着系アンカーの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
18,900

港湾局 施設管理担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当建設機械（油圧ｼｮﾍﾞﾙ・ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ）修繕（4～6月分）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
97,200

港湾局 施設管理担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第9605号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（６月分）　臨港道路維持管理用
76,542

港湾局 施設管理担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 再生クラッシャラン・鉄鋼スラグ（６月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
50,058

港湾局 施設管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路施設専用回線使用料（７月分）（Ｈ26.6.1～Ｈ26.6.30）の支出について
76,545

港湾局 施設管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　夢舞大橋専用回線使用料（７月分）（Ｈ26.6.1～Ｈ26.6.30）の支出について
8,164

港湾局 施設管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　咲洲運河（ポンプ場及び緊急電話）電話料金（６月分）の支出について
5,406

港湾局 施設管理担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０１－２、９０２号　リングプレート外４点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
88,776

港湾局 施設管理担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 請６３１０号　平成２６年度施設管理担当（緑地管理用）自動車法定点検整備業務委託の経費の支出について
46,440

港湾局 施設管理担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（Ｈ26.6.1～Ｈ26.6.30）の支出について
5,367

港湾局 施設管理担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直９０１－２、９０２号　リングプレート外４点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
118,800

港湾局 振興担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費
ポートセールス及び計画担当業務用　港運関係団体合同懇親会への出席、船社・港運事業者等に対する大阪港利用促進活動及び国への要望にともなう東京出張旅費の
支出について 37,540

港湾局 振興担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　港運関係団体合同懇親会への出席及び船社・港運事業者等に対する大阪港利用促進活動にともなう東京出張旅費の支出について振－６
28,840

港湾局 振興担当 平成26年07月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務用　蛍光ペン青外２２点の買入並びに同経費の支出について
8,490

港湾局 振興担当 平成26年07月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 事務用　蛍光ペン青外２２点の買入並びに同経費の支出について
19,809

港湾局 振興担当 平成26年07月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 クルーズ客船の誘致・受入業務用　ロイヤルカリビアンインターナショナル視察受入れに伴う通訳業務委託にかかる経費の支出について
29,160

港湾局 振興担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 クルーズ客船誘致受入業務用　全国クルーズ活性化会議への出席及び客船誘致活動に伴う東京出張旅費の支出について（振－７）
58,040

港湾局 振興担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　船社に対する大阪港利用促進活動にともなう東京出張旅費の支出について　振－１０
29,260

港湾局 振興担当 平成26年07月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 クルーズ客船誘致受入業務用　ロイヤルカリビアン受入港協議会への出席及びクルーズ船社誘致活動に伴う東京出張旅費の支出について（振－８）
59,440

港湾局 振興担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　平成26年度港湾労働者休憩所業務代行料の経費の支出について（第２四半期分）
551,000

港湾局 振興担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　船社及び港運事業者等に対する大阪港利用促進活動にともなう静岡・東京出張旅費の支出について　振－９
32,460

港湾局 工務担当 平成26年07月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成26年5月分)の支出について（港湾業務情報システム用）
350,190

港湾局 工務担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　請第1077号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（6月分）の経費の支出について
133,272

港湾局 工務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 観測システム用　平成２６年度　気象・海象観測通信機器設置契約の更新及び同賃料の支出について（８月分）
3,938

港湾局 工務担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（平成２６年６月分）の支出について
600

港湾局 防災保安担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 防災施設管理用　平成２６年度特殊無線技士養成課程の受講にかかる経費の支出について
3,500

港湾局 防災保安担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　会費 防災施設管理用　平成２６年度特殊無線技士養成課程の受講にかかる経費の支出について
61,560

港湾局 防災保安担当 平成26年07月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 自動車保守・維持管理用　重量税印紙購入にかかる経費の支出について
50,500

港湾局 防災保安担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 防災施設維持管理用　鉄扉電動化に伴う電気料金の支出について（平成２６年５月分）
8,168

港湾局 防災保安担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 海岸施設維持管理用　伐木等(チェーンソー）従事者特別教育の受講にかかる経費の支出について
5,142

港湾局 防災保安担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 堤防施設管理用　使い捨てマスク外５点の買入にかかる経費の支出について
137,624

港湾局 防災保安担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　平成２６年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（５月分）
452,197

港湾局 防災保安担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 防災保安用　大阪港咲洲トンネル普通１００回券の買入にかかる経費の支出について
90,000
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港湾局 防災保安担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 海岸施設維持管理用　伐木等(チェーンソー）従事者特別教育の受講にかかる経費の支出について
24,686

港湾局 防災保安担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　常吉ポンプ場稼働状況通信回線料の支出について（平成２６年６月分）
2,703

港湾局 防災保安担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （保安対策用）埠頭保安設備の取扱にかかる国土交通省との協議に伴う出張にかかる旅費の支出について
29,600

港湾局 防災保安担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （保安対策用）第５回「出入管理情報システム導入促進会議」への出席及び埠頭保安設備の取扱にかかる国土交通省との協議に伴う出張にかかる旅費の支出について
37,740

港湾局 防災保安担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　印刷製本費 防災研修用　みなとの津波防災に伴うリーフレットの印刷にかかる経費の支出について
44,280

港湾局 防災保安担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 （保安対策用）　第３５回港湾施設保安職員講習の受講料の支出について
40,000

港湾局 防災保安担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 防災施設維持管理用　鉄扉電動化に伴う電気料金の支出について（平成２６年６月分）
1,433

港湾局 防災保安担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成２６年５月分）
33,912

港湾局 防災保安担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機長期借入にかかる経費の支出について（６月分）　保安対策用
52,342

港湾局 防災保安担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成２６年７月分）
306,504

港湾局 防災保安担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （保安対策用）市内出張等交通費（６月分）の支出について
1,510

港湾局 防災保安担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 防災施設管理用　近接地旅費の支出について（平成２６年５・６月分）
2,160

港湾局 防災保安担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車の借入にかかる経費の支出について（６月分）　保安対策用
23,004

港湾局 防災保安担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車保守・維持管理用　自動車損害賠償責任保険の更新にかかる経費の支出について
52,740

港湾局 防災保安担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安巡視用　請１８０４号　防災保安用軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
64,800

港湾局 防災保安担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２６年６月分）
14,320

港湾局 防災保安担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 防災保安用　近接地等出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
1,860

港湾局 防災保安担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当車両タイヤ補修経費の支出について（６月分）
2,808

港湾局 防災保安担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 携帯電話料金（ＮＴＴドコモ）の支出について（６月分）　保安対策用
805

港湾局 防災保安担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 保安対策用　請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（６月分）
23,814,000

港湾局 海務担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（５月分）の支出について
70,329

港湾局 海務担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年5月分）の支出について　維－５
383

港湾局 海務担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年5月分）の支出について　維－４
8,063

港湾局 海務担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　酸素ガス充填（５月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
5,184

港湾局 海務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業用及び巡視業務用　潤滑油の買入にかかる経費の支出について
9,072

港湾局 海務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業用及び巡視業務用　潤滑油の買入にかかる経費の支出について
18,144

港湾局 海務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（５月分）
55,620

港湾局 海務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（５月分）
200,232

港湾局 海務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 使用料及賃借料　使用料 施設調査用大阪港咲洲トンネル通行券の買入経費の支出について
2,010

港湾局 海務担当 平成26年07月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪湾運航サポート用　平成26年度　船舶運航サポート情報提供に関する負担金の支出について
1,250,000

港湾局 海務担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　Ｌアングルほか４点買入にかかる経費の支出について
39,204

港湾局 海務担当 平成26年07月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　マーキングチョーク買入にかかる経費の支出について
41,040

港湾局 海務担当 平成26年07月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　単１電池ほか３点買入にかかる経費の支出について
2,722

港湾局 海務担当 平成26年07月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　船舶用消火器ほか１点買入にかかる経費の支出について
15,768

港湾局 海務担当 平成26年07月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　単１電池ほか３点買入にかかる経費の支出について
297,129

港湾局 海務担当 平成26年07月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　船舶用消火器ほか１点買入にかかる経費の支出について
96,768

港湾局 海務担当 平成26年07月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成26年4月分）の支出について
25,056

港湾局 海務担当 平成26年07月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　潤滑油買入にかかる経費の支出について
26,892

港湾局 海務担当 平成26年07月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　船舶用消火器ほか１点買入にかかる経費の支出について
88,884

港湾局 海務担当 平成26年07月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　単１電池ほか３点買入にかかる経費の支出について
1,145

港湾局 海務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成26年6月請求分）　維－1
20,381

港湾局 海務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成26年5月分）
3,038,832

港湾局 海務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成26年5月分）
2,110,301

港湾局 海務担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成26年5月分）の支出について
25,056

港湾局 海務担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成26年5月分）
10,720,325

港湾局 海務担当 平成26年07月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　チェンソー目立て機ほか３点買入にかかる経費の支出について
20,239

港湾局 海務担当 平成26年07月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　作業用救命胴衣ほか１点買入にかかる経費の支出について
38,664

港湾局 海務担当 平成26年07月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　作業用救命胴衣ほか１点買入にかかる経費の支出について
10,692
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港湾局 海務担当 平成26年07月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　作業用救命胴衣ほか１点買入にかかる経費の支出について
38,988

港湾局 海務担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　防食亜鉛ほか３点買入にかかる経費の支出について
97,524

港湾局 海務担当 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 直営工事用　廃油等抜取・運搬・処理作業「業務委託」の実施経費の支出について
162,000

港湾局 海務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（６月分）
8,125

港湾局 海務担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（平成２６年４月分）の経費の支出について
145,886

港湾局 海務担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（平成２６年４月分）の経費の支出について
15,380

港湾局 海務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年6月分）の支出について　維－２
2,319

港湾局 海務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（６月分）
2,450

港湾局 海務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（６月分）
2,052

港湾局 海務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（６月分）
544,516

港湾局 海務担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　インクジェットプリンター用インクカートリッジほか１点買入にかかる経費の支出について
3,585

港湾局 海務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業、給水事業及び巡視業務用　ゴムパッキン外４点の買入にかかる経費の支出について
43,200

港湾局 海務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業、給水事業及び巡視業務用　ゴムパッキン外４点の買入にかかる経費の支出について
6,804

港湾局 海務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業、給水事業及び巡視業務用　ゴムパッキン外４点の買入にかかる経費の支出について
16,470

港湾局 海務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（６月分）
15,105

港湾局 海務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（６月分）
71,754

港湾局 海務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年6月分）の支出について（維－３）
10,329

港湾局 海務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 給水事業用　水質試験料（６月１７日実施、真清水丸）にかかる経費の支出について
28,782

港湾局 海務担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（６月分）
3,060

港湾局 海務担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（平成２６年５月分）の経費の支出について
145,886

港湾局 海務担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（平成２６年５月分）の経費の支出について
15,380

港湾局 海務担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾事業一般管理用　切手の購入にかかる経費の支出について
41,400

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（６月分）
55,620

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（６月分）
189,108

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（６月分）の支出について
31,104

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　免税軽油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
103,572

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　免税軽油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
162,756

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　免税軽油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
14,796

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　免税軽油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
340,308

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　免税軽油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
14,796

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　免税軽油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
192,348

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　免税軽油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
103,572

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　免税軽油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
29,592

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　A重油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
259,816

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請９３０３号　平成26年度鶴町基地警備業務委託の経費の支出について（制限付一般競争入札）（６月分）
497,416

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９３１１号　水深選択ソフト用パソコン等機器一式の支出について　長期借入（６月分）
14,070

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（６月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営工事用　A重油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
510,008

港湾局 海務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営工事用　免税軽油（６月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
221,940

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年6月分）の支出について　維－４
6,206

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 携帯電話使用料の支出について（６月分）埠頭現場連絡用
109

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　請第1511号　平成26年度大阪港内清掃作業業務委託の経費の支出について（平成26年6月分）
2,158,000

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の経費の支出について（平成26年6月分）
3,038,832

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の経費の支出について（平成26年6月分）
2,110,301

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内等出張交通費の支出について（６月分）
620

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ボールペン（黒）ほか１０点買入れにかかる経費の支出について
16,113

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾事業一般管理用（海務担当（海務）　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成26年5月分）の経費の支出について
2,980

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成26年5月分）の支出について
26,156
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港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の経費の支出について（平成26年6月分）
10,720,325

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約経費の支出について（平成26年8月分）
184,248

港湾局 海務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産設置契約（44階事務室）経費の支出について（平成26年8月分）
168,542

港湾局 総務担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成26年4月分）
19,020

港湾局 総務担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機長期借入にかかる消耗品等代金（コピー代金）の支出について（平成26年5月分）職員事務用
233,977

港湾局 総務担当 平成26年07月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　市町村事務提要（行政・人事編）追録の購入について（平成26年度第1四半期分）
14,720

港湾局 総務担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 国際交流用　海外出張に伴う旅費の支出について（ベトナム・ホーチミン）
469,260

港湾局 総務担当 平成26年07月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年6月利用分・緑地管理事務所②）庁舎維持管理用
3,420

港湾局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年6月利用分・防災センター②）庁舎維持管理用
3,069

港湾局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年6月利用分・防災センター）庁舎維持管理用
2,950

港湾局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成26年8月分）
192,423

港湾局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成26年6月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
16,619

港湾局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年6月分）【平成24年度契約分】
53,141

港湾局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年6月分）【平成23年度契約分】
422,752

港湾局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　ＡＴＣ駐車場使用料の支出について（平成26年8月分）
220,528

港湾局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成26年8月分）
15,789,141

港湾局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　平成26年5月分　外郭団体監理業務用
840

港湾局 総務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出について（平成26年6月分）
52,335

港湾局 総務担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　新港務局設立準備室の運営にかかる経費の支出について（平成26年度分）7月～3月分
218,500

港湾局 総務担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２６年４月～平成２６年６月分
12,111

港湾局 総務担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（緑地管理事務所・平成26年6月分）　庁舎維持管理用
15,235

港湾局 総務担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成26年6月分）　庁舎維持管理用
8,421

港湾局 総務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年6月分）　庁舎維持管理用
983,751

港湾局 総務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年6月分）　庁舎維持管理用
312,491

港湾局 総務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成26年6月分）
29,367

港湾局 総務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２６年４月～平成２６年６月（第１四半期）分
12,111

港湾局 総務担当 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成26年6月分）
43,260

港湾局 総務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年6月利用分・電気事務所）庁舎維持管理用
23,090

港湾局 総務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年6月利用分・緑地管理事務所）庁舎維持管理用
21,850

港湾局 総務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年6月利用分・風向風速計データ用）庁舎維持管理用
2,703

港湾局 総務担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年6月利用分・ＡＴＣ庁舎）　庁舎維持管理用
151,053

港湾局 経営監理担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 調達事務用　蛍光ペンほか５点買入にかかる経費の支出について
5,346

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,500

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
16,329

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
82

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
500

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,605

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
10,080

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,292

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
18,792

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,210

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
776

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
988

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
9,000

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
82

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,300

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
246

港湾局 経営監理担当 平成26年07月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,050
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港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（５月分）の買入にかかる経費の支出について
113,627

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
17,006

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
29,400

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
66,155

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
4,170

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（５月分）の買入にかかる経費の支出について
31,793

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
30,787

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
765

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
21,247

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
8,341

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
181,131

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（５月分）の買入にかかる経費の支出について
20,685

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
15,629

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
7,698

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
18,123

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
10,766

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
21,429

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
21,715

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
151,573

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（５月分）の買入にかかる経費の支出について
10,343

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（５月分）の買入にかかる経費の支出について
18,762

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（５月分）の買入にかかる経費の支出について
2,749

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
17,951

港湾局 経営監理担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（５月分）の買入にかかる経費の支出について
10,488

港湾局 経営監理担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（６月分）の支出について
240

港湾局 経営監理担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（６月分）の支出について
5,280

港湾局 監理調整担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用５月分電気代（高圧）の支出について
121,315

港湾局 監理調整担当 平成26年07月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業用　行政委員会の府市共同設置に関する国土交通省港湾局及び日本船主協会への出張旅費の支出について（６／１３　東京都千代田区）
58,820

港湾局 監理調整担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港野鳥園用光熱水費の支出について（電気代6月分）
35,602

港湾局 監理調整担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用６月分電気代の支出について
7,007

港湾局 監理調整担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用6月分水道代の支出について
3,817

港湾局 監理調整担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用６月分水道代の支出について
68,834

港湾局 監理調整担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用６月分水道代の支出について
33,730

港湾局 監理調整担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用6月分水道代の支出について
6,134

港湾局 監理調整担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　6月分　港湾管理一元化関係業務用
6,570

港湾局 監理調整担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用６月分電気代（高圧）の支出について
116,908

港湾局 監理調整担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 もと大阪南港魚つり園用運営業務委託料の支出について（第１四半期分）
1,652,670

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
779

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
31,336

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
584,147

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規外１点の買入経費の支出について（会計事務用）
107,880

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,570,979

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
844,505

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
710

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,472

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
646,395

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
828,689

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
687
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会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
782

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,005,703

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,442,651

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
186,323

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
382

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,157

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,109,396

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,854

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,824

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,672,425

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
548,837

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,096

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
793,241

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,236,220

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,454,230

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,139

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
6,924

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
4,283,959

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
805

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
5,476

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
9,849

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,142,873

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
899

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
7,338,349

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
419,065

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
879

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
162,873

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
595,242

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
172,037

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
928,290

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
439,506

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
823,353

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
4,284

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
518,315

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
462,339

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
518,596

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
13,494

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
756,632

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,236

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
6,405,437

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
15,254

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,683,365

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
21,454

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
3,172

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
111,844

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
50,554

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
6,639

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
131,224
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会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
192,582

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
194,893

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,931,256

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
921,114

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
5,392,221

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
18,987

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,481,312

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,696,865

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,897,920

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
5,328,435

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
6,808,770

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
27,915

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
513,392

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
56,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,407

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
109,859

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
3,551

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
7,588

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
17,477

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
17,057,014

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
11,092

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
144,406

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,114,686

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
362,250

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
382

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
6,373,578

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
382

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
6,638

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
19,187

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
946

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
106,306

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
3,087

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,485

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
92,302

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
231,103

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
45,538

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
651,134

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
382

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
382

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,440

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
224,606

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
490,369

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
4,384

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,500,186

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
127,212

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,469

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
476

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,876
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所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,059

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
5,221

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
20,689

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
1,063

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
76,639

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,472

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
371,959

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
13,839,479

会計室 会計企画担当 平成26年07月01日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（5月分）の支出について
2,425

会計室 会計企画担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（6月分）の支出について
48,111

会計室 会計企画担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
9,568

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
809

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
1,330

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
1,630

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
1,005,402

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
9,903

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
4,280

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 産經新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第１四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 読売新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第１四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 日本経済新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第１四半期分）
27,054

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第１四半期分）
6,150

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 朝日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第１四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 毎日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第１四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
744

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
51,868

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
809

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
3,692

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
1,488

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
5,422

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
4,818

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
16,975

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
3,507

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
7,632

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
8,614

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
18,732

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
30,453

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
194,550

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
7,853

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
1,525

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
5,658

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
53,565

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
16,345

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
167,456

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
295

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
1,036

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
3,288

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
940

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
27,665
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会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
503,502

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
11,607

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
11,211

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
1,445,387

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
939

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
2,306

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
25,210

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
22,852

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
12,577

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
93,933

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
4,887

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
305,928

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
3,343,044

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
809

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
548,905

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
98,280

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
798,599

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
716,986

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
725,222

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
489,393

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
947,944

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
488,548

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
7,057,312

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
1,018,353

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
182,348

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
724,212

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
967

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
47

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
3,213

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
1,003

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
14,148

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
9,042

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
38

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
287

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
47

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
468

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
1,792

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
7,047

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
224

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
43

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
270

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
38,544

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
2,971

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（6月分）の支出について
2,768

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
253

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
21

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
55,419

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
181
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会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（6月分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
8,853,827

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
116

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
5,321

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
744

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
744

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
24,501

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
25,498

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
4,988

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
1,771

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
4,058

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
132,035

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
151,220

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
139,087

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
145,555

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
189,715

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（6月分）の支出について
44,173

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
2,122,827

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
46

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
5,502,079

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
27,077

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
1,526

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
7,818

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
1,916

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
8,212

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
19,352

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
122,096

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（6月分）の支出について
21,388

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
15,602

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
14,609

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
30

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
130,002

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
365,230

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
2,182

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
928

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
2,410

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
286,786

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
249

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（5月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
809

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
3,877,027

会計室 会計企画担当 平成26年07月10日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（6月請求分）の支出について
1,435

会計室 会計企画担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用　６月分）
70,070

会計室 会計企画担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　６月分）
4,182

会計室 会計企画担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（6月分）
2,698,423

会計室 会計企画担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
10,304

会計室 会計企画担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（7月請求分）の支出について
14,277

会計室 会計企画担当 平成26年07月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（7月請求分）の支出について
36,944
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会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
2,239,084

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
2,814

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
53,698

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（会計事務用　6月分）
5,340

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入経費の支出について（会計事務用　6月分）
24,360

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入経費の支出について（会計事務用　6月分）
81,452

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
11,969

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
111,207

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
161,422

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
122,043

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
163,303

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,789

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
121,309

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
160,877

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
242,463

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
103,106

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
117,174

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
19,330

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
5,113

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
149,097

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
155,525

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
133,406

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
177,233

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
149,405

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
182,956

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
199,418

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
639,169

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
8,780

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
33,319

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
49,257

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
397,897

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
10,103,593

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
647,355

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
3,119,638

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
23,100

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,134,427

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
939,717

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
961,545

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
5,530,750

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
251,298

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
749,755

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
432,043

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
511,591

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
585,852

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
3,154
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会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
359,311

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
381,171

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
576,362

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
461,453

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
192,925

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
35,030

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
10,253

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
12,907

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
75,743

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
8,525

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
40,822

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
35,091

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
2,306,146

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,186,432

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
4,858,127

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
7,480,360

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,711,064

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
21,651,534

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
16,251

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
3,078

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
5,847,428

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
70,490

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
59,450

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
65,473

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,026

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
990,255

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
326,910

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
51,573

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
924,367

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
23,100

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
700,243

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
209,996

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
229,492

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
5,337

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
21,060

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,080,211

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
9,679

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
9,720
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会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
199,431

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
8,810,475

会計室 会計企画担当 平成26年07月23日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（6月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
7,422

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
16,692

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
7,173

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
11,678

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
4,759

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
7,372

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
15,546

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
5,970

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
8,116

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
275

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
993

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
3,155

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,921

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
918

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
3,286

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
29,071

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
8,930

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
21,935

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
6,645

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
3,531

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
112,284

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
4,650

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
2,616

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
39,725

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
2,205

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
142

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
1,057

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
2,102

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
6,142

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
206
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会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
51

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
2,318

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
1,577

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
3,109

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
21

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
239

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
10,759

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
13,650

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
55,775

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
533

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
249

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
34

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
313

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
497

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
168

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
24,423

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
1,699

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
2,383

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
3,038

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
3,189

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,915,392

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
7,914

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,735

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
114,272

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
1,500

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
7,703

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
90

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
2,351

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
1,378

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
5,975

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
1,994

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
34,090

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
13,103

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
3,390

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
9,560

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月請求分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
384
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会計室 会計企画担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（7月請求分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規外３点の買入経費の支出について（会計事務用）
158,546

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
33,391

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
7,422

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,116

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（7月請求分）の支出について
2,785

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
6,621

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
276

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,689

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,611

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
6,456

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
5,708

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,153

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,652

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
7,173

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
16,919

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
780

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
31,405

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,107

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
55,098

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
653,255

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（7月請求分）の支出について
3,459

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
10,363

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
9,079

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
427,124

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,678

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（7月請求分）の支出について
2,631

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
655

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
4,799

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
22,117

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,284

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
598

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
4,759

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
16,191

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
4,073

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
61,426

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
80,455

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
14,795

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
15,976

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
4,566

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
10,469

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
10,861
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会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
7,024

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,621

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
5,626

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
613,830

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,396,031

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,382,257

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
783

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,182

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
2,359

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,689,374

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
887,455

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
947

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
861,495

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,178,122

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,682,083

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
178,903

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
2,472

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,854

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
994

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
992,400

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,464

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,619,181

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
834,436

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,579

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
1,904

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
22,344

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
1,361

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
25,409

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
12,098

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
71,113

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
11,848

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
7,158

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
10,120

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
327,745

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,579

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
5,824

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
1,416

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,057

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
4,780

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
2,204

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,006

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
40,476

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
14,501

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
14,330

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
5,970

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
1,535
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会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,921

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
7,372

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
10,170

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,579

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
7,675

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
8,311

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
208,916

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
7,165

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
1,196

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
7,165

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
80,737

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
4,492

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
6,174

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
1,906

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
7,286

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
8,366

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
10,173

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
21,495

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
290,437

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
4,684

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
7,692

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
2,196

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
1,260

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
1,609

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
27,474

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
4,012

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
20,596

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
43,263

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
119,252

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
200,946

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,987

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
8,193

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
8,096

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
9,362

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（7月請求分）の支出について
6,327

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
18,968

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,466,477

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
49,576

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,000

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,362

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
6,505

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
80,098

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
88,116

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
5,110,380

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
137,635
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会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
238

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（7月請求分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
665

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
4,132

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
113,343

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,830

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
31,526

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
311,078

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,135

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
4,615

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
13,390

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
13,244

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
6,645

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
18,707

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
16,929

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
14,899

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
10,363

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,768

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
6,269

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
2,209,815

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
89,048

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
735

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
18,479

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
7,826,332

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
457,333

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
730,748

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
328

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
34,305

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
10,298

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
113,820

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
28,751

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
881

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
5,190

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
20,456

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
4,650

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
367,153

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
10,363

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
145,726

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,674

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
265,079

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
2,616

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
940,027

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
5,967

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
471,304

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
4,225,788

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
14,085,545



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
561,429

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
554,664

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,246,727

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
553,420

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
13,411

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
626,171

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,236

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
14,933

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,005,819

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
3,071

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
213

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,227

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
13,410

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,507

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
74

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
358

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,818

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
22,413

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
778

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
41,682

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
56,316

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
2,064

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,545

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
16,388

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,505

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
11,556

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
15,659

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
13,778

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
64,818

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
14,915

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,830

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
43,704

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
69,952

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,339

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
52,896

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
19,699

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,660



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報
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会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
40,798

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
9,007

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
10,945

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
4,990

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
10,026

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,183

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
10,380

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,685,576

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,773

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
11,244

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
8,550

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
20,279

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
27,082

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
2,683

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
100,451

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
51,211

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
6,020

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
9,706

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
112,250

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
98,271

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
21,145

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
189,522

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
13,682

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
199,324

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
2,766,691

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,031,199

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
275,612

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
44,649

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
10,445

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
5,271,351

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
2,308,592

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
16,284

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
2,668,924

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
4,862,687

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,459,756

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,708

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
8,594

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
70,898

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
90

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
51,757

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
68,169

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195
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会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
69,004

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
74,307

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
11,830

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
7,001,290

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
111,254

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
462,767

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
20,659

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
26,416

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
93,865

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
3,561

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
2,271

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
45,901

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
7,609

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
6,258

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
4,272

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
3,038

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
17,429

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
3,189

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
11,572

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
17,835,753

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
181,013

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
981,485

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
1,638,418

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
146,223

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
11,077

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,743

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
69

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
11,223

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
4,642

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
34

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
27,797

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
5,858

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,201

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,188,173

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
92,206

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
2,593

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
6,374

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
12,600

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
10,207

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
398,384

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
7,544

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,485

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
383
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会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,468

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
7,145,733

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,735

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
4,468

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
384,235

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
6,288

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
15,855

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
735

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
90,953

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
3,093

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,440

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
7,595

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
2,486

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,850

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
2,919

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
96,642

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
42,939

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
197,169

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,797

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
45,794

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
33,216

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
214,636

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,441

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
620,656

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
783,978

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
6,081

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
45,792

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
167,970

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
163,200

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
5,975

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
5,586

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
58,560

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
4,168

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,654,548

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
20,726

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
110,719

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
19,755

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
33,600

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
15,054

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,746

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
9,560

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
115,547

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（6月分）の支出について
17,256
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会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,472

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
7,905

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
20,050

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
5,234

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,882

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,062

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
477

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
18,533

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
3,403

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
900

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
2,472

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
80,262

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
27,878

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
1,095

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
318,064

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
14,431,783

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
793

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（7月請求分）の支出について
3,138

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
131,000

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（6月分）の支出について
1,958

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（7月請求分）の支出について
237

会計室 会計企画担当 平成26年07月31日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（7月請求分）の支出について
12,563

会計室 会計管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（６月分）
6,802,746

北区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）の支出について
728,040

北区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）の支出について
1,630,331

北区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
6,721

北区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（５月分）
3,780

北区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）の支出について
98,594

北区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
406

北区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）の支出について
31,691

北区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
130

北区役所 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
5,961

北区役所 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
360

北区役所 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
115

北区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 職員事務用自転車購入経費の支出について
47,088

北区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
6,628

北区役所 総務課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（５月分）
197,951

北区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金（６月分）の支出について
1,963

北区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金（６月分）の支出について
118

北区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金（６月分）の支出について
38

北区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,102

北区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,088

北区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,886

北区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,170

北区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
240

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
842

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（６月分）
107,933

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（６月分）
115,903
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北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（６月分）
105,689

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,570

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,515

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,792

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,088

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金（６月分）
6,527

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金（６月分）
6,391

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金（６月分）
2,054

北区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金（６月分）
2,098

北区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（６月分）
387,000

北区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎機械警備業務委託長期継続にかかる経費の支出について（６月分）
8,164

北区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（６月分）
124,897

北区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器等長期借入経費の支出について（６月分）
5,724

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品（トナーカートリッジ（モノクロプリンタ用）ほか２５点）購入経費の支出について
255,312

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（６月分）
312,037

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロール用モバイル端末にかかる回線使用料の支出について（６月分）
485

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等長期借入経費の支出について（６月分）
17,733

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所宿日直専門員用寝具借入経費の支出について（４～６月分）
29,808

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所トイレ内消臭・芳香装置等借入経費の支出について（４～６月分）
93,312

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
28,728

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（６月分）
197,951

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（６月分）
14,340

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（６月分）
18,333

北区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（６月分）
5,892

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（６月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５８３＞
22,028

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（4月～6月分）　朝日新聞
12,111

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（６月分）北区役所運営事務費・選挙・統計＜機械番号３８０５３７＞
36,791

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（4月～6月分）　日本経済新聞
13,527

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（4月～6月分）　毎日新聞
12,111

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（4月～6月分）　産経新聞
12,111

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（６月分）北区役所運営事務費・選挙・統計＜機械番号３８０５３７＞
1,821

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について(4月～6月分）　読売新聞
12,111

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（６月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５８３＞
16,879

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（６月分）
7,202

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（６月分）
5,042

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（６月分）北区役所運営事務費・選挙・統計＜機械番号３８０５３７＞
22,575

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（６月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５８３＞
12,010

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（６月分）北区役所運営事務費・選挙・統計＜機械番号３８０５３７＞
497

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（６月分）
304

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（６月分）
435

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（６月分）
139

北区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（６月分）
97

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅賃料及び共益費の支出について（８月分）
115,500

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料（６月分）の支出について
906,432

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料（６月分）の支出について
1,976,706

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所４０２会議室・４０３会議室の扉はめ込みガラス交換経費の支出について
23,760

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,748

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（６月分）
8,856
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北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域ＦＡＸ（市外）・ＦＡＸ（市外）使用料の支出について（６月分）
3,384

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（６月分）
29,944

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロール用モバイル端末にかかる端末料金の支出について（６月分）
3,321

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計調査事務用ゴム印購入経費の支出について
1,900

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計調査用クラフト封筒外９点購入経費の支出について
25,601

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
205,304

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
2,364

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
11,136

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 電気使用料（６月分）の支出について
119,541

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（６月分）
1,180

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料（６月分）の支出について
38,424

北区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（６月分）
379

北区役所 戸籍登録課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用切手の購入経費の支出について
34,200

北区役所 戸籍登録課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（４．５月分）
5,610

北区役所 戸籍登録課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４．５月分）
200

北区役所 戸籍登録課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年４月分）
3,281,149

北区役所 戸籍登録課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,600

北区役所 戸籍登録課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年４月分）
347,653

北区役所 戸籍登録課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（６月分）
29,835

北区役所 戸籍登録課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課後納郵便料金（平成２６年６月分）の支出について
106,196

北区役所 住民自治課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（6月21日分）
1,237

北区役所 住民自治課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業にかかる北区防災マップ（更新）印刷経費の支出について
154,440

北区役所 住民自治課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度北区コミュニティ育成事業業務委託先選定会議における選定委員への報償金の支出について
40,320

北区役所 住民自治課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月1日分）
1,890

北区役所 住民自治課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月1日分）
60

北区役所 住民自治課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用品コピー複写経費の支出について（6月分）
19,077

北区役所 住民自治課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7/4、7/8分）
324

北区役所 住民自治課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
7,970

北区役所 住民自治課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（7/4、7/8分）
10,800

北区役所 住民自治課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域防災対策事業にかかる備蓄物資用物置の購入経費の支出について
221,097

北区役所 住民自治課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業用携帯電話料金の支出について（６月分）
5,707

北区役所 住民自治課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（6月分）
4,506

北区役所 福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）７月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（フェアリールーム）平成26年5月分
2,059,790

北区役所 福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）７月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
92,433

北区役所 福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
385,069

北区役所 福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
342,735

北区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者虐待　本人面談及び関係者会議にかかる管外出張旅費の支出について
1,280

北区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
228,568

北区役所 福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月２４日分）
7,300

北区役所 福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 子育て支援ルームの利用者を対象とした保険契約にかかる保険料の支出について
2,000

北区役所 福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
352,935

北区役所 福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修費給付事業に係る支出について
280,000

北区役所 福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（６月分）
4,772

北区役所 福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（６月分）
20,423

北区役所 福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市北区地域福祉計画策定事業業務委託先選定審査会選定委員報償金の支出について
42,860

北区役所 福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年７月７日分）
1,500
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北区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区地域子育て支援事業用「子育て情報誌ＫＩＴＡ－ＫＵ夏号」の作成及び同経費の支出について
8,640

北区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分①）
334,920

北区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分①）
120,521

北区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　７月分の支出について
1,194,960

北区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ひとりじゃないよ！こそだての“わ”事業用「案内チラシ」の作成及び同経費の支出について
16,740

北区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分④）
110,584

北区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分②）
73,739

北区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分①）
148,160

北区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分③）
211,718

北区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分）
61,178

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 特別児童扶養手当事務担当者研修にかかる出張旅費の支出について（６月分）
1,200

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害支援区分認定調査員研修にかかる出張旅費の支出について（６月分）
360

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉担当職員新任研修にかかる出張旅費の支出について（５月分）
4,720

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分①）
279,721

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分③）
418,040

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分②）
19,530

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分②）
110,578

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
359,536

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
356,110

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 医療費助成事務初任者研修にかかる出張旅費の支出について（５月分）
780

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢福祉関係事務説明会にかかる出張旅費の支出について（６月分）
480

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分②）
11,012

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年６月請求分③）
1,000

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 児童福祉施設関係事務担当者研修にかかる出張旅費の支出について（６月分）
600

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 児童扶養手当事務担当者研修にかかる出張旅費の支出について（６月分）
360

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 ひとり親支援部会業務にかかる出張旅費の支出について（５月分）
240

北区役所 福祉課 平成26年07月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年度母子福祉貸付金の支出について（修学資金第2四半期分）
2,064,000

北区役所 福祉課 平成26年07月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（修学資金第２四半期分）
486,000

北区役所 福祉課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 成年後見（高齢）市長申立てケース面談にかかる出張旅費の支出について（６月分）
480

北区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳更新面接にかかる出張旅費の支出について（６月分）
2,030

北区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
340,658

北区役所 福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
12,000

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
666

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,148

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
82

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
574

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,458

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
7,720

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
18,058

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
592

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
16,449

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
4,191

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
7,466

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
574

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,451

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
20,092

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
379,385

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年７月１６日）
8,400
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北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
11,973

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,650

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（フェアリールーム）６月分
2,040,050

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
2,089

北区役所 福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
5,579

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
79,856

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
45,256

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,058

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
164

北区役所 福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
5,673

北区役所 政策企画課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第９回北区区政会議にかかる会議録調製経費の支出について
53,730

北区役所 政策企画課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月号分）
642,072

北区役所 政策企画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区役所広報紙「わがまち北区」企画編集及び印刷業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（７月号分）
1,180,008

北区役所 政策企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
6,145

北区役所 政策企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７月号分）
647,299

北区役所 保険年金課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２６年６月審査分）
750,000

北区役所 保険年金課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度７月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度７月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・退職分）
10,000

北区役所 保険年金課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）　保険年金事務用
3,600

北区役所 保険年金課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（歳出・一般分）
399,729

北区役所 保険年金課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２６年６月審査分　口座不能分）
100,000

北区役所 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年７月分）　保険年金事務用
3,600

北区役所 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（歳出・一般分）
1,266,841

北区役所 保険年金課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（歳出・退職分）
40,696

北区役所 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（６月分）
29,311

北区役所 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年７月分）　保険年金事務用
3,600

北区役所 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２６年７月審査分）
600,000

北区役所 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（２６年７月審査分）
887,740

北区役所 保険年金課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２６年７月審査分　一般）
1,344,928

北区役所 保険年金課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
2,340

北区役所 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
189,634

北区役所 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
2,234,274

北区役所 保険年金課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
23,022

北区役所 保険年金課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
33,033

北区役所 魅力創造課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造課事務用事務用品の購入経費の支出について
29,966

北区役所 魅力創造課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（6月分）の支出について（人権啓発推進事業・北区学習活動支援事業）
1,976

北区役所 魅力創造課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（6月分）の支出について（人権啓発推進事業・北区学習活動支援事業）
2,028

北区役所 魅力創造課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（6月分）の支出について（人権啓発推進事業・北区学習活動支援事業）
1,620

北区役所 魅力創造課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（７月分）の支出について（魅力創造課運営事務費・北区学習活動支援事業）
2,080

北区役所 魅力創造課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（７月分）の支出について（魅力創造課運営事務費・北区学習活動支援事業）
1,558

北区役所 魅力創造課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度歴史まち歩き講座「北区ぶらぶらSPRING＆SUMMER」の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 魅力創造課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（7月分）の支出について（北区緑化推進事業）
19,900

北区役所 魅力創造課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区緑化推進事業（淀川「花は咲く」プロジェクト）用花種購入経費の支出について
35,640

北区役所 魅力創造課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
2,242

北区役所 魅力創造課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
90,586

北区役所 魅力創造課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
345

北区役所 魅力創造課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
242

北区役所 魅力創造課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
2,542



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

北区役所 健康課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月３日から６月２０日支払分）
8,910

北区役所 健康課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月３日から６月２０日支払分）
216

北区役所 健康課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月３日から６月２０日支払分）
20,434

北区役所 健康課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　リサイクルトナー購入経費の支出について
19,926

北区役所 健康課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 熱中症予防事業用　袋入り花の種買入れ経費の支出について
59,551

北区役所 健康課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月２１日から６月３０日支払分）
5,976

北区役所 健康課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 感染症予防事業用　結核コホート検討会（第１回）出席医師報償金の支払いについて
22,720

北区役所 健康課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度BCG接種にかかる医師報償金の支出について(6月分)
49,780

北区役所 健康課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康増進事業用　地域健康講座（なるほどウォーキング講座）６月５日実施分　報償金の支払いについて
8,920

北区役所 健康課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康増進事業用　地域健康講座（なるほどウォーキング講座）６月１８日実施分　報償金の支払いについて
8,600

北区役所 健康課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（６月分）の支出について
74,670

北区役所 健康課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（６月分）の支出について
180,840

北区役所 健康課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（６月分）の支出について
24,890

北区役所 健康課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（６月分）の支出について
99,560

北区役所 健康課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（６月分）の支出について
74,670

北区役所 健康課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（６月分）の支出について
11,160

北区役所 健康課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費の支出について（６月分）
30,246

北区役所 健康課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月３日から７月１６日支払分）
3,864

北区役所 健康課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月３日から７月１６日支払分）
9,063

北区役所 健康課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月３日から７月１６日支払分）
1,640

北区役所 健康課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月３日から７月１６日支払分）
5,674

北区役所 健康課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月３日から７月１６日支払分）
1,383

北区役所 健康課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月３日から７月１６日支払分）
2,993

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る報償金の支払いについて（6月分）
233,910

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
984

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
1,250

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
414

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
410

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
222

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
574

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
82

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
12,040

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
6,873

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
3,542

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
574

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
3,374

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
2,800

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
338

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
7,360

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
6,128

北区役所 健康課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
6,483

北区役所 健康課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（６月分）
902

北区役所 健康課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　管外出張旅費の支出について（４月１８日分）
1,740

北区役所 生活支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№２６０）
4,720

北区役所 生活支援課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツNo.１８８～２１３）
251,551

北区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No.２６６～２７６）
42,980

北区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.２６１～２６８）
14,470

北区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（治療材料　№２５０～２５９、２６３～２６５）
362,051
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北区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（治療材料　№２４７～２５９、２６１～２６２）
115,208

北区役所 生活支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（移送　№３３５～３３６）
1,500

北区役所 生活支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（治療材料　№３４２～３４６）
129,745

北区役所 生活支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（文書料等　№３３７～３４１）
29,850

北区役所 生活支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について（№３５５～３５８）
887,872

北区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　№３７８）
14,148

北区役所 生活支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　№２７６～３３４）
553,112

北区役所 生活支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツNo.３５９～３７７）
143,136

北区役所 生活支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.３４７～３５４）
17,600

北区役所 生活支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会参加に係る旅費等の支出について
45,360

北区役所 生活支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツNo.３７９～３８９）
105,401

北区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　№３６９～３７６）
143,612

北区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年８月分）
18,000,000

北区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年８月分）
11,000,000

北区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校６月分）
220,061

北区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年８月分）
200,000

北区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校６月分）
192,566

北区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.４０３～４０８）
18,790

北区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年８月分）
400,000

北区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　№４４１～４５３）
177,897

北区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№４０９～４１２）
15,702

北区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№４３４）
3,348

北区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送No.４３９～４４０）
780

北区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（文書料等　№４６５～４９１）
125,221

北区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について（№４３０～４３３）
880,110

北区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
74,142

北区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
47,685

北区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用コピー複写経費の支出について（６月分）
22,281

北区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる事務用消耗品（朱肉印鑑ケース外21点）購入経費の支出について
73,764

北区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（6月分）の支出について
362,513

北区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツNo.４１３～４２９）
139,805

北区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（治療材料　№４５４～４６４）
270,598

都島区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用職員採用試験実施にかかる試験官交通費の支出について
880

都島区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への都島区広報紙「広報みやこじま」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年6月号分）
88,111

都島区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（５月分）
3,038

都島区役所 総務課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 第27回近畿市町村広報紙セミナー・コンクールへの参加経費の支出について
13,000

都島区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年５月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
46,494

都島区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
247

都島区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
10,598

都島区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの長期借入及び同経費の支出について（平成26年6月分）
6,048

都島区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画事務用ｸﾗﾌﾄﾃｰﾌﾟ外5点の購入経費の支出について
10,531

都島区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 都島区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成26年7月号分）
926,251

都島区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度都島区広報紙「広報みやこじま」点字版製作業務にかかる経費の支出について（平成26年7月号分）
34,344

都島区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成26年6月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第1回都島区区政会議用テープ起こしにかかる筆耕翻訳料の支出について
48,060

都島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの保守委託経費の支出について（平成26年6月分）
3,960

都島区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入及び同経費の支出について（平成26年6月分）
152,342

都島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（４～６月分）
29,538
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都島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 都島区役所広報紙新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年7月号分）
669,319

都島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用清掃業務委託料の支出について（６月分）
241,920

都島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（６月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（６月分）
9,936

都島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（６月分）
10,920

都島区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年6月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年6月分）
6,480

都島区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年6月分）
540

都島区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年6月分）
518

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（８月分）
120,000

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第3回ぶっちゃけ！都島開催に係るコーディネーター謝礼の支出について
8,320

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（６月分）
16,542

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用ガス料金及び電話料金の支出について（４～６月分）
358

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（６月分）
292,837

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）維持管理用ガス料金及び電話料金の支出について（４～６月分）
1,301

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル管理業務委託料の支出について（６月分）
385,379

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（６月分）
4,024

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（６月分）
5,784

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル維持管理用清掃業務委託料の支出について（６月分）
67,453

都島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生活支援担当事務用コピー機付属機器使用料の支出について（６月分）
2,160

都島区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（６月分）
27,015

都島区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（６月分）
18,422

都島区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（６月分）
42,174

都島区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（６月分）
15,837

都島区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成26年6月分）
4,354

都島区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る端末使用料の支出について（平成26年6月分）
4,323

都島区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（６月分）
17,643

都島区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 スポーツ振興事業用ワールドカップブラジル大会パブリックビューイング運営等業務委託経費の支出について
1,301,400

都島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年６月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
36,094

都島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用製本テープ外７点の購入経費の支出について
32,940

都島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用製本テープ外７点の購入経費の支出について
32,778

都島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（６月分）
21,020

都島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
10,765

都島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成26年6月分）
4,716

都島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
29,992

都島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年経済センサス事務用市内出張交通費の支出について
1,080

都島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
48,064

都島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
5,740

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度都島区市民企画公募事業（前期分）選考委員会における選考委員謝礼の支出について
4,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（ロック式巻尺外14点）買入にかかる経費の支出について
4,959

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（ロック式巻尺外14点）買入にかかる経費の支出について
11,640

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（ロック式巻尺外14点）買入にかかる経費の支出について
2,192

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（ロック式巻尺外14点）買入にかかる経費の支出について
4,871

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（ロック式巻尺外14点）買入にかかる経費の支出について
6,237

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（ロック式巻尺外14点）買入にかかる経費の支出について
2,911

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（ロック式巻尺外14点）買入にかかる経費の支出について
1,750

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年指導員活動交付金の交付について（大東地域青少年指導員会）
156,600

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年指導員活動交付金の交付について（西都島青少年指導員連絡協議会）
156,600



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種花事業用サルビア外１５点の購入にかかる経費の支出について
319,680

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クリーン３大作戦事業用水性つや有ペイント他１１点の購入経費の支出について
61,560

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
13,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
2

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域と区役所の防災力向上事業用地域防災リーダー活動にかかる損害保険料の支出について
600

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度都島区市民企画公募事業（前期）における講師謝礼金の支払いについて（都島友の会）
14,200

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（デジタルワイヤレスマイク外６点）買入にかかる経費の支出について
119,124

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（デジタルワイヤレスマイク外６点）買入にかかる経費の支出について
117,288

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（デジタルワイヤレスマイク外６点）買入にかかる経費の支出について
6,372

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（内代地域）
261,993

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（大東地域）
124,924

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（友渕地域）
100,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（内代地域）
124,924

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（友渕地域）
285,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（大東地域）
262,575

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（中野地域）
86,351

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（高倉地域）
105,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（高倉地域）
125,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（中野地域）
124,924

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（淀川地域）
262,725

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（友渕地域）
124,924

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（西都島地域）
121,427

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（内代地域）
87,083

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（東都島地域）
260,150

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（大東地域）
96,501

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（桜宮地域）
260,150

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（桜宮地域）
96,900

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（桜宮地域）
124,924

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（西都島地域）
258,659

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（西都島地域）
103,914

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（中野地域）
262,725

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（高倉地域）
261,843

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（淀川地域）
96,351

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（東都島地域）
124,924

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（東都島地域）
96,900

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市都島区地域と学校の連携によるコミュニティ形成業務委託料の支出について（淀川地域）
124,924

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年指導員活動交付金の交付について（内代校下青少年指導員会）
83,300

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車両（電気自動車）にかかる重量税の支出について
2,500

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域と区役所の防災力向上事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（6月分）
9,695

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（6月分）
5,775

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 援護法に基づく関連事務にかかる出張旅費（６月16日分、６月23日分）の支出について
1,140

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成26年６月分）の支出について
1,486

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（6月分）
24,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成26年６月分）の支出について
205

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成26年６月分）の支出について
2,542

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成26年６月分）の支出について
240

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成26年６月分）の支出について
164

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成26年６月分）の支出について
3,646
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都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成26年６月分）の支出について
3,034

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成26年６月分）の支出について
416

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成26年６月分）の支出について
632

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（６月分）
152,820

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成26年６月分）の支出について
410

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２６年７月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２６年７月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金7月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金7月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用ゴム印26点の購入経費の支出について
4,236

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
250,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
529,770

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　7月）
863,844

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料の支出について（５月分）
2,741,040

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
341,503

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用テープのり外19点の購入経費の支出について
373,572

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
288,355

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
1,091,869

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
9,793

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（6月分）
18,062

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(6月分)
77,248

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
4,490

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
144,044

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
1,501,308

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
230,984

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　7月）
420,445

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　退職　7月）
11,972

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
16,627

都島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
35,042

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
113,466

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
37,510

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
11,737

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（５月分）
26,710

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用７月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所にかかる消耗品費（７月分）の支出について
30,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（通常保育用７月分）の支出について
30,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラベル用紙外32点の購入にかかる経費の支出について
4,137

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラベル用紙外32点の購入にかかる経費の支出について
3,683

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラベル用紙外32点の購入にかかる経費の支出について
49,125

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ラベル用紙外32点の購入にかかる経費の支出について
17,359

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,540

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
5,652

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
20,890

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（4・5月分）
19,876

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
12,800
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都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
15,910

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
14,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
10,842

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
16,364

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
23,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用トナーカートリッジの購入経費の支出について
36,288

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）５月分の支出について
448,020

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）４月分の支出について
423,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）４月分の支出について
38,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱いにかかる葬儀経費の支出について
184,689

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱いにかかる葬儀経費の支出について
152,289

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱いにかかる葬儀経費の支出について
168,489

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（5月分）の支出について（追加）
2,180

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（5月分）の支出について（追加）
640

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（4月分）の支出について（追加分）
750

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度結核コホート検討会参画医師報償金の支出について（第1回開催分）
11,360

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（6月分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
191,784

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
46,007

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
19,388

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
11,737

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
2,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５月分）の支出について
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５月分）の支出について
7,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５月分）の支出について
18,640

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５・６月分）の支出について
12,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
16,110

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代４～６月分）の支出について
60,557

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料５月分）の支出について
15,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５月分）の支出について
19,770

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
4,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５月分）の支出について
74,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費４・５月分）の支出について
305,542

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
9,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
7,726

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
5,703

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
87,612

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代５月）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
84,337

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代５月分）の支出について
2,060

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
20,436

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,128

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬５月分）の支出について
50,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代６月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
69,771

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
47,680
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都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
17,488

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（５月分）
11,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
15,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
17,732

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
15,778

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（５月分）
7,530

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
16,180

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（５月分）
6,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
15,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
18,025

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
16,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
21,575

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
17,123

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
23,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（５月分）
11,934

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
10,974

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
18,930

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
19,330

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
22,524

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
8,934

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
24,190

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
23,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
35,442

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
35,480

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
23,940

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800
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都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
33,360

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
43,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
13,078

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
21

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
1,020

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
154,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
68,250

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
19,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,691

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,720

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
5,890

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
3,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
4,005

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
5,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
1,447

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）住宅改修費給付事業にかかる支給について（費用支給、代理受領方式）
280,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
4,976

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
2,460

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）４月分の支出について　（追加分）
24,890

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）５月分の支出について
44,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
17,764

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（７月分）の支出について
1,346,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
21,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
21,683

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
23,928

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
45,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
14,967

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
13,867

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について　（第２四半期　NO１）
1,090,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について　（第二四半期　NO2）
90,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金の支出について　（第二四半期）
162,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱いにかかる葬儀経費の支出について
169,289
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都島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
4,506

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
6,592

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
6,592

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
9,956

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
11,423

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
10,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
143,095

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
10,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（6月分）
31,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年８月分）
32,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年８月分）
16,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費６月分）の支出について
50,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費６月分）の支出について
17,945

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費６月分）の支出について
100,726

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食６月分）の支出について
102,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費６月分）の支出について
80,518

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費６月分）の支出について
13,797

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費６月分）の支出について
88,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年８月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費４・５・６月分）の支出について
214,292

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・校外活動費６月分）の支出について
27,872

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費６月分）の支出について
105,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費６月分）の支出について
40,173

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費３月分）の支出について
15,777

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費６月分）の支出について
45,457

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費６月分）の支出について
72,040

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費７月分）の支出について
38,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年８月分）
200,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
73,885

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費５月分）の支出について
1,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年８月分）
1,500,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用スタンプ台外32点の購入経費の支出について
1,783

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診報償金（その他）４月分の支出について
6,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用スタンプ台外32点の購入経費の支出について
29,785

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第２四半期　NO3）
162,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診報償金（医師）５月分の支出について
24,128

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 マタニティセミナー助産師講師料の支出について（４月分）
11,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（グループワーク）に係る講師料の支出について（6月分）
18,660

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（6月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）６月分の支出について
423,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（6月分）
2,254

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
1,641,964

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
21,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
407,303

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（６月分）
40,398

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島北通園　6月分）
1,046,050
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都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島園　6月分）
1,082,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
180,043

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（6月分）
25,883

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
5,306

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（6月分）
8,154

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（4月分）の支出について（追加）
600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 巡回母乳子育て教室助産師講師料の支出について（６月分）
38,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 プレワーキングマザー出産直前講座助産師講師料の支出について
13,360

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 巡回母乳子育て教室助産師講師料の支出について（４月分）
38,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 巡回母乳子育て教室助産師講師料の支出について（５月分）
38,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（６月分）の支出について
2,580

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（６月分）の支出について
1,410

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（６月分）の支出について
240

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
8,660

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
1,640

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（６月分）の支出について
1,120

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（６月分）の支出について
560

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
9,019

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
2,296

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
37,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
165,961

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,192

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（６月分）の支出について
600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（６月分）の支出について
450

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
1,968

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
686

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
8,481

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
1,968

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
1,086

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
7,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
375,575

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
54,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
49,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
29,600
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都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月）の支出について
1,242

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
875

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
6,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５・６月分）の支出について
44,274

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
19,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５月分）の支出について
15,420

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５・６月分）の支出について
53,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５月分）の支出について
34,930

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ５・６月分）の支出について
30,735

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５・６月分）の支出について
35,086

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
3,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
84,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
24,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５・６月分）の支出について
112,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費７月分）の支出について
51,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
4,731

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
1,134

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
65,302

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代６月分）の支出について
3,240

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代３・６月分）の支出について
10,650

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
39,613

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代５・６月分）の支出について
9,720

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料６月分）の支出について
2,820

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代７月分）の支出について
8,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,128

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代４・６月分）の支出について
10,560

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
62,932

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代５～７月分）の支出について
46,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,128

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代５・６月分）の支出について
28,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
21,850

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料６月分）の支出について
530

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代６月分）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
216,220

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
240,056

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
188,884

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
211,024

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
224,216

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
212,516

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
225,616

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
440

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
2,020

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
1,874

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
1,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
1,066

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
2,378



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
994

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
14,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
3,252

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
2,624

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
23,914

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
5,760

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
246

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
396,630

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママエンジェルキッズ都島園　6月分）
519,180

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママ桜の宮ベビーセンター6月分）
1,229,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
1,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
5,742

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）６月分の支出について
44,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（６月分）
16,990

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について　（第２四半期　N04）
243,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
13,958

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費等の支出について（平成26年6月分）
2,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
94,128

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
23,819

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（６月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（６月分）の支出について
600

都島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（6月分）
11,032

福島区役所 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　食糧費 平成26年6月分2回目　小口支払基金繰入金の支出について
6,000

福島区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（電話機）
134,978

福島区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　総務課用市内出張交通費の支出について
9,250

福島区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　総務課用市内出張交通費の支出について
1,080

福島区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(6月分)
69,000

福島区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(6月分)
68,000

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年4月～6月分　区役所事務参考用読売新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年4月～6月分　区役所事務参考用朝日新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年6月分　区役所事業用コピー代金の支出について
100,230

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年4月～6月分　区役所事務参考用毎日新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）６月分
204,120

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年6月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成25年7月契約分）
36,288

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年6月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
5,054

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年6月分　庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について
7,344

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年6月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,941

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年6月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
25,164

福島区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年6月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
9,720

福島区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年6月分　区役所事業用コピー代金の支出について
22,573

福島区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
794

福島区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年6月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年3月31日～平成30年2月）
114,256

福島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年4月～6月分　区役所事務参考用産経新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 福島区役所4階たて開き窓 レバーハンドル修繕経費の支出について
33,264

福島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年4月～6月分　福島区役所自動扉保守点検業務委託経費の支出について
45,360

福島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス-基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる後納郵便料金（6月分）の支出について
43,074

福島区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（6月分）の支出について
1,946

福島区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年経済センサス-基礎調査及商業統計調査にかかる消耗品の購入費の支出について
15,204
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福島区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年経済センサス-基礎調査及商業統計調査にかかる郵送提出用封筒の購入費の支出について
12,960

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(6月分)_3
29,000

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(6月分)_4
2,000

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(6月分)_4
2,000

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(6月分)_2
11,000

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(6月分)_3
29,000

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(6月分)_2
11,000

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(6月分)_5
19,000

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(6月分)_5
4,000

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年6月分　総務課用市内出張交通費の支出について
12,342

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）６月分
425,325

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　窓口サービス課・総務課用後納郵便料金の支出について
69,772

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成26年4月号～平成27年3月号）（７月分）
323,716

福島区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年6月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
475,200

福島区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,071

福島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（６月分）
1,260

福島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（６月分）
3,123

福島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
21,020

福島区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年6月分　福島区役所窓口案内業務委託経費の支出について
168,693

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（7月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支払準備金の支出について（7月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）平成２６年７月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）平成２６年７月分の支出について
20,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用テープのり外１６点の購入及び同経費の支出について
16,153

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）業務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
360

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年6月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
9,283

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（7月分1回目･口座払）
152,394

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（7月分1回目・口座払）
200,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
2,069,639

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
2,900

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（後期２６年５月分）
240

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
2,160

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 窓口サービス課　臨時運行許可申請書の作成及び印刷経費の支出について
109,080

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務用切手代の支出について
200

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（7月分2回目・口座払）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(7月分1回目・口座払)
420,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度6月分）
3,082

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度6月分）
59,199

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度6月分）
750,941

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度6月分）
20,306

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成26年6月分）
1,164

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度6月分）
17,592

福島区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成26年6月分）
4,763

福島区役所 市民協働課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分４回目）
5,128

福島区役所 市民協働課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分４回目）
300

福島区役所 市民協働課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分４回目）
9,720

福島区役所 市民協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかる培養土外5点の購入経費の支出について
41,040

福島区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度福島区生涯学習推進委員会総会にかかる手話通訳料の支出について
7,000
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福島区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度福島区人権啓発推進協議会総会にかかる手話通訳料の支出について
7,000

福島区役所 市民協働課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかるサルビア苗外2点の購入経費の支出について
9,676

福島区役所 市民協働課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境保全活動推進事業にかかるゴーヤ苗外3点の購入経費の支出について
38,016

福島区役所 市民協働課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 オフィス用紙カラー(消耗品）購入経費の支出について
6,220

福島区役所 市民協働課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分５回目）
82

福島区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分１回目）
21,465

福島区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について（5月分）
288,500

福島区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 夏休みヒューマンシアター開催用周知チラシの作成経費の支出について
48,600

福島区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（6月分）
994

福島区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品(ＣＤ－Ｒ)の購入経費の支出について
3,024

福島区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２６年６月分)
26,740

福島区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策業務にかかる消耗品の購入経費の支出について
76,140

福島区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 打ち水大作戦周知ポスターの制作にかかる印刷製本費の支出について
9,180

福島区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 福島区地域防災リーダー技術訓練用食糧費(ペットボトル)の購入経費の支出について
30,660

福島区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（6月分）
770

福島区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（6月分）
1,968

福島区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動の支援事業にかかる訓練用水中ポンプの購入経費の支出について
60,264

福島区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業に係る委託料の支出について（第２四半期分）
3,775,000

福島区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（6月分）
39,000

福島区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策業務にかかる消耗品（自転車）の購入経費の支出について
89,748

福島区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
2,132

福島区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（6月分）
360

福島区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（6月分）
1,500

福島区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
164

福島区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（6月分）
1,066

福島区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（第一回目・第二回目）
18,854,738

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年６月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,890

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用）７月分について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）７月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）７月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費７月支給分の支出について（その１）
130,165

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（４月分）
13,300

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
68,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（５月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（５月分）
12,711

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
34,269

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計６件）
12,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について（平成26年6月分）
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,609

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
496

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
10,221

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,804

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,268

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ふくしま暮らし支え合いシステム事業の実施にかかる委託経費の支出について（2回目）
996,730
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福島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
600

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,490

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,062

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健センター事業用発達検査用具一式購入経費の支出について
54,108

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
49,958

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,868

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
28,700

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の随時口座払いについて
140,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　修学資金・技能習得資金第２四半期分の支出について
3,874,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス費の支出について
24,447

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス費の支出について
24,955

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年6月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
379,330

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
200

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,525

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼６月分の支出について
43,260

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ハッピーママ＆プレママ応援計画元気セミナー講師料の支出について（平成26年6月分）
9,420

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）受講料の支出について
68,900

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成26年6月分の支出について
28,480

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年6月分）
1,148

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品の購入経費の支出について
30,553

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年6月分）
2,460

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年6月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年6月分）
3,938

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年6月分）
14,585

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年6月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年6月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年6月分）
3,394

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年6月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費７月支給分の支出について
94,299

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年6月分）
13,468

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（４月分）
850

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
58,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（５月分）
1,020

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
59,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる家財処分料の支出について
97,092

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
183,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
26,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（６月分）
25,823

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（６月分）
17,086

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び校外活動費の支出について（６月分）
51,111

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（６・７月分）
7,276

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（６月分）
27,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（４～６月分）
41,284

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,320

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年6月分保健センター事業用等市内出張交通費の支出について
9,020



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　区役所庁舎を活用した子育て支援事業（フッピィキッズルーム事業）の業務委託経費の支出について（第２四半期分）
675,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費７月支給分の支出について
350,382

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費７月支給分の支出について（その２）
123,900

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
13,152

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
14,713

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,877

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
95,060

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,304

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費７月支給分の支出について
120,382

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる８月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
6,212,853

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
300,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる８月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
4,102,391

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる８月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
61,080

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる８月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
80,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる８月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
200,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
214,040

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の随時口座払いについて
50,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　ひとり親家庭医療費療養費７月支給分の支出について
27,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立野田保育所賄材料費（７月分）の支出について
645,120

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立海老江保育所賄材料費（７月分）の支出について
854,020

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成26年６月分
32,228

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費７月支給分の支出について（その３）
381,750

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
362,564

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
213,787

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費７月支給分の支出について（その２）
223,749

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年５月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
240

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
3,092

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
16,060

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
13,592

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年5月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
97

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
5,767

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,312

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年６月分
2,818

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年６月分
82

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年６月分
492

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
410

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分生活保護業務ならびに住宅支援給付事業業務にかかる料金後納郵便代金の支出について
820

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年５月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年５月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
600

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分生活保護業務ならびに住宅支援給付事業業務にかかる料金後納郵便代金の支出について
155,542

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（５月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（５月分）
16,120

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるおむつ代の支出について（６月分）
540

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（６月分）
41,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
48,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,240
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福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
21,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
18,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
5,002

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
10,198

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
3,608

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
13,956

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島園）6月分
1,104,060

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島東園）6月分
990,750

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　KIDSROOM　Baby-bee ふくしま園）6月分
825,790

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママきららえびえ保育園）6月分
314,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,998

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
3,472

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成26年６月分
19,032

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年６月分
56,690

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年６月分
2,604

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年６月分
3,940

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年６月分
1,233

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年６月分
164

福島区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計３件）
6,000

此花区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について　平成２６年６月分
67,461

此花区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 経済センサス基礎調査及び商業統計調査にかかる事務物品の購入費用の支出について
41,094

此花区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費（５月分）の支出について【総務課・市民協働課・保健福祉課・窓口サービス課】
38,500

此花区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成26年6月分）
7,221

此花区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 市内出張旅費（５月分）の支出について【総務課・市民協働課・保健福祉課・窓口サービス課】
1,000

此花区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 一般管理用電気料金の支出について（６月分）
795,839

此花区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 一般管理用電気料金の支出について（６月分）
5,861

此花区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 経済センサス局区事務打ち合わせにかかる市内出張交通費の支出について（平成26年5月8日実施分）
790

此花区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（平成26年6月分）
397,140

此花区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年6月分）
51,342

此花区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入　長期契約にかかる経費の支出について（６月分）
123,661

此花区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（６月分）
616

此花区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（６月分）
4,026

此花区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　産業廃棄物処分業務委託料の支出について（６月分）
7,484

此花区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（６月分）
230

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　吊り下げ名札ほか３点の購入にかかる経費の支出について
19,256

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用　蛍光管の購入にかかる経費の支出について
35,640

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
10,939

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理事務用）大判プリンター用インクの購入経費の支出について
67,694

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
115,249

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について　平成２６年７月分
150,747

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
3,000

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査事務用）の支出について（平成26年6月分）
4,858

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（総合調整事務用）の支出について（平成26年６月分）
28,130

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
9,500

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成26年７月分　払込書１通
21,084

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（総合調整事務用）の支出について（平成26年６月分）
70,511

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
2,214
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此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所保健福祉課（介護保険）電話増設業務委託にかかる経費の支出について
66,960

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務の委託料の支出について（６月分）
4,428

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所窓口案内従事者派遣にかかる委託料の支出について（6月分）
147,960

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
1,800

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査事務用）の支出について（平成26年6月分）
23,652

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発用）の支出について（平成26年6月分）
304

此花区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発用）の支出について（平成26年6月分）
5,412

此花区役所 市民協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（５月分）
10,000

此花区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度ＭＫＢプロジェクト事業の消耗品購入経費にかかる支出について
27,835

此花区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区コミュニティ育成事業にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
3,892,200

此花区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区民ホール管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
4,587,044

此花区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーボランティア保険料の支出について
1,800

此花区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　２４～３２）
1,442

此花区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　２４～３２）
8,928

此花区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　２４～３２）
1,013

此花区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　２４～３２）
1,200

此花区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　２４～３２）
1,944

此花区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　２４～３２）
1,800

此花区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　２４～３２）
900

此花区役所 市民協働課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区民ホールにかかる消耗品購入経費の支出について（ホワイトボード）
49,248

此花区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全業務にかかる消耗品の購入経費の支出について（うちわ）
32,940

此花区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる消耗物品購入経費の支出について（レインスーツ）
3,726

此花区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（６月分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（５月分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（５月分）
25,000

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区地域活動総合力・企画力アップ事業（地域活動協議会活動支援事業）にかかる委託料の支出について（四貫島地域活動協議会）
776,000

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」編集業務委託料の支出について（平成26年7月号）
223,560

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区地域活動総合力・企画力アップ事業（地域活動協議会活動支援事業）にかかる委託料の支出について（梅香地域活動協議会）
1,157,800

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区地域活動総合力・企画力アップ事業（地域活動協議会活動支援事業）にかかる委託料の支出について（春日出地域活動協議会）
1,033,900

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区地域活動総合力・企画力アップ事業（地域活動協議会活動支援事業）にかかる委託料の支出について（島屋地域活動協議会）
929,700

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区地域活動総合力・企画力アップ事業（地域活動協議会活動支援事業）にかかる委託料の支出について（高見地域活動協議会）
1,460,400

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区地域活動総合力・企画力アップ事業（地域活動協議会活動支援事業）にかかる委託料の支出について（恩貴島地域活動協議会）
778,840

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区地域活動総合力・企画力アップ事業（地域活動協議会活動支援事業）にかかる委託料の支出について（西九条地域活動協議会）
969,300

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区地域活動総合力・企画力アップ事業（地域活動協議会活動支援事業）にかかる委託料の支出について（伝法地域活動協議会）
1,375,000

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区地域活動総合力・企画力アップ事業（地域活動協議会活動支援事業）にかかる委託料の支出について（酉島地域活動協議会）
927,300

此花区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区地域活動総合力・企画力アップ事業（地域活動協議会活動支援事業）にかかる委託料の支出について（桜島地域活動協議会）
234,750

此花区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区「第１回ヒューマンセミナー」周知用チラシ外１点の印刷経費の支出について
45,360

此花区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成26年６月分）
7,078

此花区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業サポーター報償金の支出について（６月分）
194,960

此花区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（６月分）
3,000

此花区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷経費の支出について（平成26年7月分）
348,451

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
810

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
11,354

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
140

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
6,188

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙事業用　郵送料の支出について（平成26年6月分）
2,460

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
6,858

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
4,756
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此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
3,228

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
2,212

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成26年６月分）
4,716

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
250

此花区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
328

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年７月分　葬祭費の前渡資金の支出について
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年７月分　出産育児一時金の前渡資金の支出について
1,260,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　７月分支払資金の支出について
30,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　７月分支払資金の支出について
20,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
1,219,447

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （住民情報担当・戸籍担当用）ゴム印の作成にかかる経費の支出について
6,091

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成26年５月分）（長期継続契約）
2,183,122

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険 葬祭費の支出について（平成２６年６月申請分）
500,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金の支出について（平成26年6月申請分）
123,032

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成26年6月申請分）
483,120

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
307,645

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
2,222

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　郵便切手購入費の支出について（資金前渡）
13,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成２６年６月申請分）
804,161

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成２６年６月申請分）
15,852

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （住民情報担当用）住民情報端末システムプリンタトナーカートリッジの購入経費の支出について
259,524

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （住民情報担当事務用）カラー用紙外７点の購入経費の支出について
22,323

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
779,902

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
99,952

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険 葬祭費の支出について（平成２６年６～７月申請分）
500,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
12,721

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報担当用　料金後納郵便料金（６月分）の支出について
52,754

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等用コピー代金（６月分）の支出について
4,174

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（６月分）の支出について
8,003

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（５月分）
1,040

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等用コピー代金（６月分）の支出について
2,086

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　ＰＰＣカラー用紙購入費の支出について
7,283

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　ＰＰＣカラー用紙購入費の支出について
3,628

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（６月分）の支出について
84,242

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（５月分）
680

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等用コピー代金（６月分）の支出について
4,177

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（６月分）の支出について
30,840

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（６月分）の支出について
1,131,214

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（６月分）の支出について
16,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（５月分）
580

此花区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（６月分）の支出について
92,968

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
95,210

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,857

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
164,012

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,880

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育７月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所消耗品費事業資金の支出について（平成26年７月分）
30,000
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此花区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費事業資金について（平成26年７月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,739

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
30,100

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
64,080

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
120,070

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
440

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
240

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
4,960

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
2,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,279

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,406

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
132,816

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
229,600

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
162,987

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
24,840

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
135,941

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
109,127

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
128,019

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
48,670

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
98,470

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
195,006

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
820

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 第28回ペストロジー実習講座にかかる管外出張旅費の支出について
55,160

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
2,318

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
8,940

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見申立にかかる診断書料の支出について
10,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診報償金（４月分）口座振替不能に伴う再支出について
24,128

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
173,087

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,853

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
131,524

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,187

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
61,978

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
69,300

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
17,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,277

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
15,684

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
40,745

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
38,948

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
17,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２６年６月分）
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
231,148

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
129,546

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
19,250

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
600
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此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－２）
4,350

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－２）
7,839

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品費（ゴム印）の支出について
15,660

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
7,058

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
105,976

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
87,290

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
354,777

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
9,152

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
13,473

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
451,123

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
36,360

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬の支出について
3,230

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
39,920

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
1,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
1,136,736

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－２）
2,028

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成26年6月19日、平成26年7月1、2日支払帳票作成分）の支出について
235,831

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２６年７月１日支払帳票作成分）の支出について
26,685

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成26年度　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
12,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
11,682

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２６年７月３日支払帳票作成分）の支出について
1,280,192

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
875,079

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２６年７月３日支払帳票作成分）の支出について
331,375

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
6,440

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
640

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉資金貸付金の支出について（7～9月分）
5,091,725

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
12,240

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
79,832

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
17,716

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品費（ビジネスバック等）の支出について
11,551

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費８月分資金前渡金の支出について
12,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費８月分資金前渡金の支出について
5,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費８月分資金前渡金の支出について
150,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費８月分資金前渡金の支出について
550,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所賄材料費の支出について（平成26年7月分）
1,273,560

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業にかかる事務用品（ゴム印外３６点）購入経費の支出について
2,877

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分－１）
12,944

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分－１）
12,671

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業にかかる事務用品（ゴム印外３６点）購入経費の支出について
61,546

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 成年後見市長申立にかかる費用の支出について
1,884

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立にかかる費用の支出について
3,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,117

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,533

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,257

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年６月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,340

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
427

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（６月分）
820

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年６月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
240
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此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年６月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
480

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年６月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
3,140

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年６月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
600

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,090

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
10,542

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,004

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,034

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（６月分）
3,280

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,018

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
246

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料６月分の支出について
28,086

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料６月分の支出について
287,587

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
608

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
1,054

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
410

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
820

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
738

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
1,230

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年６月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,179

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
1,196

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
5,586

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
14,329

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
18,502

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
328

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
282,865

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,264

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託経費にかかる委託料の支出について（６月分）
1,086,150

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託経費にかかる委託料の支出について（６月分）
1,096,850

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成26年６月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
920

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成26年６月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
580

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,148

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
328

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金（６月分）の支出について
143,850

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診にかかる報償金（６月分）の支出について
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金（６月分）の支出について
87,270

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
10,342

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
19,920

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について
11,194

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（６月分）
68,080

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（６月分）
3,690

此花区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成26年６月分）の支出について
276

中央区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（５月分）
2,007,695

中央区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（５月分）
4,922

中央区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（５月分）
130,947

中央区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（５月分）
45,831

中央区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（５月分）
16,960

中央区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（５月分）
600

中央区役所 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（５月分）
21,502
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中央区役所 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
171,601

中央区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成26年5月号～平成27年4月号）の実施並びに同経費の支出について（6月号）
877,888

中央区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（５月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
1,620

中央区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 保健福祉課事業用自動車損害共済保険料の支出について
17,780

中央区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業者資格審査委員会にかかる外部委員報償金の支払いについて（平成26年6月9日開催分）
7,120

中央区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業者資格審査委員会にかかる外部委員報償金の支払いについて（平成26年6月19日開催分）
4,160

中央区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業者資格審査委員会にかかる外部委員報償金の支払いについて（平成26年6月23日開催分）
4,160

中央区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる消耗品（窓付き封筒他）の購入並びに同経費の支出について
47,628

中央区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる消耗品（窓付き封筒他）の購入並びに同経費の支出について
22,429

中央区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・内訳書決議番号７・９～１０・３０４～３０５）
1,238

中央区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
194,400

中央区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・内訳書決議番号７・９～１０・３０４～３０５）
732

中央区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・内訳書決議番号７・９～１０・３０４～３０５）
2,788

中央区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・内訳書決議番号８）
984

中央区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（６月分）
13,592

中央区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）の実施並びに同経費の支出について（5月号分）
964,460

中央区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）契約の締結並びに同経費の支出について（６月分）
230,100

中央区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等長期借入の実施並びに同経費の支出について（６月分）
22,680

中央区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる消耗品（手提げ袋他）の購入並びに同経費の支出について
47,325

中央区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる消耗品（郵送提出用封筒）の作成並びに同経費の支出について
19,440

中央区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託の実施並びに同経費の支出について（６月分）
156,600

中央区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー代金の支出について（４月分）
33,359

中央区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（運営）事務用コピー代金の支出について（４月分）
23,224

中央区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー代金の支出について（５月分）
25,853

中央区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（５月分）
16,559

中央区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住情）事務用コピー代金の支出について（５月分）
27,750

中央区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住情）事務用コピー代金の支出について（４月分）
28,847

中央区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（運営）事務用コピー代金の支出について（５月分）
16,627

中央区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（４月分）
15,191

中央区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所レイアウト変更にかかる４階保健福祉課電話設置工事及び関連する設定作業の実施並びに同経費の支出について
37,800

中央区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施並びに同経費の支出について（６月分）
183,845

中央区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入の実施並びに同経費の支出について（６月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発用啓発物品の購入及び同経費の支出について
133,855

中央区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（６月分）
5,181

中央区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（６月分）
6,057

中央区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（６月分）
464

中央区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（６月分）
162

中央区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用　渉外身分関係先例判例総覧（追録）の購入並びに同経費の支出について
6,740

中央区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（６月分）
67,294

中央区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（６月分）
141,246

中央区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（６月分）
6,554

中央区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（６月分）
3,122

中央区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（６月分）
1,092

中央区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（６月分）
2,294

中央区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
32,400

中央区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料６月分の支出について（市外）
129,204

中央区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料６月分の支出について（市外）
11,587
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中央区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料６月分の支出について（市外）
4,055

中央区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
59,643

中央区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用毎日新聞及び日本経済新聞の購入並びに同経費の支出について（４月～６月分）
25,638

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（６月分）
3,038

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央区災害対策用職員住宅にかかる賃貸借の実施並びに同経費の支出について（8月分）
179,000

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（６月分）
29,974

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（６月分）
17,494

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（６月分）
2,259,006

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便の支出について（６月分）
119,776

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（６月分）
837

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（６月分）
6,085

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（６月分）
205

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用６月分の支出について（市内等）
330,001

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便の支出について（６月分）
3,025

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（６月分）
164

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）の支出について（６月分）
300,721

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会６月分）の支出について
522

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会６月分）の支出について
5,030

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（６月分）
140,476

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用６月分の支出について（市内等）
29,596

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（６月分）
49,166

中央区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用６月分の支出について（市内等）
10,358

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年７月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
398,836

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般７月分の支出について
300,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退７月分の支出について
30,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
311,379

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
190,124

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
301,398

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（平成26年５月分支払い）
3,288,712

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
102,947

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険（管理）市内出張交通費（５・６月分）の支出について
2,760

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
398,540

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
748,903

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
420,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
385,117

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（４月分）
23,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（５月分）
16,133

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
389,629

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
136,330

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
27,976

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成２６年６月分）
246

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
99,218

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
611,233
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中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（６月分）
89,949

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,038,068

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収・賦課事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
257,501

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（６月分）
30,792

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
25,137

中央区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
35,287

中央区役所 市民協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第６２条に規定する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等の経費の支出について
26,370

中央区役所 市民協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第６２条に規定する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等の経費の支出について
2,500

中央区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 　平成２６年度中央区フラワープロジェクト事業にかかる消耗品の購入経費の支出について　（その１）
43,200

中央区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度地域防災リーダーのボランティア活動保険料の支出について
28,200

中央区役所 市民協働課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化ボランティア育成支援事業（種から育てる地域の花づくり事業）にかかる消耗品の購入経費の支出について　（その２）
20,898

中央区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課にかかる単価契約に基づくコピー代金（４月分）の支出について
4,454

中央区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課にかかる単価契約に基づくコピー代金（４月分）の支出について
3,733

中央区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課にかかる単価契約に基づくコピー代金（４月分）の支出について
11,000

中央区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度上方文化再生事業「上方文化再生フォーラム」の経費支出について(上半期）
900,000

中央区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課にかかる単価契約に基づくコピー代金（５月分）の支出について
11,659

中央区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課にかかる単価契約に基づくコピー代金（５月分）の支出について
5,230

中央区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる物置外４点の購入経費の支出について
71,668

中央区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課にかかる単価契約に基づくコピー代金（５月分）の支出について
8,580

中央区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯関係事業にかかる防犯啓発チラシの作成経費の支出について
13,024

中央区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市中央区地域活動協議会活動費・運営費補助事業にかかる補助金の支出について（渥美地区地域活動協議会・精華地域活動協議会の２団体分）
2,387,190

中央区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民活動支援グループ事務用消耗品の購入ならびに同経費の支出について
12,052

中央区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民活動支援グループ事務用消耗品の購入ならびに同経費の支出について
5,940

中央区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 市民活動支援グループ事務用消耗品の購入ならびに同経費の支出について
22,464

中央区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー装備品の購入並びに同経費の支出について
380,343

中央区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館会館管理運営事業にかかる指定管理者への業務代行料の支出について（平成26年度上期分（第１四半期分及び第２四半期分））
28,945,586

中央区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区コミュニティ育成事業の支出について（第１回目）
2,165,430

中央区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 放置自転車規制警備業務委託料の支出について（６月分）
884,520

中央区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（６月分）
127,200

中央区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー装備品の購入並びに同経費の支出について
339,120

中央区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生涯学習推進・支援事業　中央区教育セミナーの実施に係るチラシ印刷経費の支出について
22,680

中央区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 啓発指導員による放置自転車対策業務委託料の支出について（６月分）
987,000

中央区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第６２条に規定する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等の経費について
29,808

中央区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業　夏休み子ども映画会に係るチラシ作成経費の支出について
32,400

中央区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課にかかる単価契約に基づくコピー代金（６月分）の支出について
11,248

中央区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係事業にかかる啓発物品の購入経費の支出について
32,400

中央区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課にかかる単価契約に基づくコピー代金（６月分）の支出について
8,955

中央区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課にかかる単価契約に基づくコピー代金（６月分）の支出について
6,814

中央区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（６月分）
1,640

中央区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（６月分）
164

中央区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用携帯電話利用料６月分の支出について
1,638

中央区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（６月分）
1,625

中央区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（６月分）
280

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
19,900

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,371

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
18,128

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（7月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（7月分）
30,000
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中央区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
27,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
35,424

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
15,510

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
79,395

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
23,979

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
46,530

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（不動産鑑定費用等）の支出について
343,113

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（６月分）
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
41,507

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
48,846

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
86,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
28,620

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
25,950

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,178

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（家財等移送費）の支出について
7,884

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
33,345

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
30,828

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
283,496

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
1,700

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
16,010

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
21,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
64,340

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
17,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
21,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
231,456

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（６月分）
12,634

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（６月分）
3,180

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見にかかる大阪市長審判請求の診断書料の支出について
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
41,160

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張旅費（平成２６年５月分）
6,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（レンズ代）の支出について
30,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
23,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
583,373

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（６月分２回目）
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる聴覚障がい者に対する手話通訳派遣経費の支出について（平成26年5月27日開催分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀費用にかかる委託及び同経費の支出について
182,609

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
4,970

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
13,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
29,784

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,404

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
9,936

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
89,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
131,860

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（６月分２回目）
4,100
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中央区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成26年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（7月分）
919,152

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分　内訳決議番号４１０）
18,980

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・内訳決議番号４０８・４０９）
1,135

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・内訳決議番号４０８・４０９）
3,900

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
8,350

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
8,867

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,758

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
19,740

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
43,848

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
22,880

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
273,357

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,750

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
43,311

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
31,550

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
35,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
203,302

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（６月分）
27,900

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
63,180

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
98,334

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
169,240

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
15,593

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
81,273

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
52,427

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
7,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
31,350

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
35,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
8,180

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
240

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
16,020

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
4,560

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
12,240

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２６年度結核医療費公費負担事業（３７条）用近接地管外出張旅費の支出について（５月分）
1,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金（７月から９月分）の支出について
243,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
4,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
4,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
700

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
500
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中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
400

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
101,518

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
75,240

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
1,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
2,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
5,554

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
4,837

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（４月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
94,686

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
4,674

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
19,073

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
28,700

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
43,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
89,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて
573,575

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年８月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
20,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
24,360

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
41,749

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
13,460

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
73,730

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
10,590

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
4,232

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
132,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
4,012

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年８月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
12,500,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年８月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
200,848

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
4,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,920

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
11,050

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年８月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
19,510
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中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
14,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
32,121

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年８月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
400,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（７月分）
7,118

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて
531,075

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（７月分）
1,329

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（７月分）
5,084

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（平成２６年４・５・６月分）の支出について
2,654

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（４月分）の支出について
3,231

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（５月分）の支出について
3,371

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（４月分）の支出について
1,533

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（５月分）の支出について
1,754

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（７月分）
5,439

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,546

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成26年5月分）
118,960

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて（桃谷地区）
69,225

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて（島之内地区）
83,775

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて（玉造地区）
105,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて（桃園地区）
69,225

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
2,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて（玉造地区）
101,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて（桃園地区）
65,475

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて（桃谷地区）
65,475

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて（島之内地区）
80,025

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費の支出について
144,058

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費（６５歳以上食事代）の支出について
246,920

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費の支出について
105,617

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張旅費（平成２６年６月分）
3,580

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,710

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
92,880

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（不動産登記費用）の支出について
119,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
123,911

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
56,102

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費・住宅改修費）の支出について
15,319

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
4,782

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
2,872

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
93,140

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（6月分）
856,580

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（6月分）
967,520

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（6月分）
1,010,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（6月分）
1,118,460

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成の支出について（7月分）
659,911

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
54,974

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度各種保健事業実施用市内出張交通費の支出について（５月分）
6,162

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（６月分）
1,476
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中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
1,394

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局受取人払分）
776

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
1,720

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
584

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
34,930

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
2,190

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
1,380

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
260

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
257,263

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
248,817

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅改修費等給付事業用　重度心身障がい者(児)住宅改修費の支出について（代理受領方式）
109,670

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
19,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
7,613

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
2,682

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
492

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
830

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀費用にかかる委託及び同経費の支出について
170,689

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（６月分）の支出について
75,545

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（６月分）の支出について
212,717

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（６月分）の支出について
46,972

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（６月分）
492

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（６月分）
572

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成26年6月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成26年6月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成26年5月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（６月分）
23,138

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（６月分）
984

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
1,394

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（６月分）
2,575

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
1,886

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・南局分）
117,151

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（６月分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
13,698

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
7,154

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
205,223

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
2,524

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
697

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について（平成26年6月分）
11,160

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成26年6月分）
143,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年6月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年6月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成26年6月分）
31,190

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（６月分）
18,442

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
4,018

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（６月分）の支出について
3,762
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中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（６月分）の支出について
27,369

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（６月分）の支出について
75,952

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（６月分）の支出について
1,994

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（６月分）の支出について
696

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（６月分）の支出について
329

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
2,470

中央区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（６月分・東局分）
2,142

西区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 広聴・広報事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
360

西区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成26年7月号）
201,960

西区役所 総務課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成26年度6月分）
1,143,095

西区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年経済センサス基礎調査及び商業統計調査打合会にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年５月８日開催分）
1,560

西区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種事務用ＩＣレコーダー他６種の買入経費の支出について
68,677

西区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種総務課事務用リサイクルトナー他11種の買入経費の支出について
73,045

西区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大阪市西区役所地下2階駐車場南側火災感知器の断線点検及び修繕の実施並びに同経費の支出について
54,000

西区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
221,638

西区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,380

西区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
1,440

西区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
19,900

西区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「ブランド力向上事業～にし恋（来い）マルシェ～」企画運営業務公募型プロポーザル選定委員会にかかる報償金の支出について
18,760

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用朝日新聞の購読について（4月～6月分）
12,111

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用毎日新聞および日本経済新聞の購読について(4月～6月分）
25,638

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用読売新聞の購読について（4～6月分）
12,111

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務用大阪日日新聞の購読について（4～6月分）
6,150

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について（平成26年度6月分）
8,753

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託 長期継続（平成26年度6月分）
386,468

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（平成26年度6月分）
10,281

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西区役所庁舎内テレビ用ケーブルテレビ視聴にかかる業務の実施並びに同経費の支出について（平成26年度6月分）
1,620

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度西区役所宿直用寝具借入経費の支出について（平成26年度第1四半期分）
26,568

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入の実施並びに同経費の支出について（平成26年度6月分）
12,204

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる同経費の支出について（平成26年度6月分）
4,428

西区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度6月分）
134,475

西区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用産経新聞の購読について（4～6月分）
12,111

西区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
221,168

西区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
72,506

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 大阪市災害対策用職員住宅にかかる火災保険の更新および同経費の支出について
15,000

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（８月分）
180,000

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第１回西区区政会議にかかる報償金の支出について
18,165

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年度6月請求分）
8,482

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年度5月請求分）
7,752

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（平成26年度6月分）
138,985

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度5月分）
280

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（平成26年7月分）
21,020

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度5月分）
704

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度5月分）
1,916

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度5月分）
1,920

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区役所４階男子トイレ小便器止水障害点検の実施並びに同経費の支出について
8,640

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス-基礎調査・商業統計調査調査書類送付料金の支出について（６月分）
48,030
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西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験実施に係る試験官交通費の支出について（５月請求分）
760

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成26年６月分）
900

西区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成26年６月分）
3,772

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支払資金の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年７月分国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支払資金の支出について
500,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （７月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （７月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
13,080

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
162,290

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
21,343

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
19,600

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
687,040

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
11,617

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
256,175

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
250,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約における経費の支出について（平成26年5月分）
2,809,080

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
1,482

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
420,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
39,683

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
153,214

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
23,988

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
1,226,567

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
2,852

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 西区役所　窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費５・６月分の支出について
2,280

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
74,326

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
8,362

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外７点（国民健康保険業務用）の購入並びに同経費の支出について
71,180

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外７点（国民健康保険業務用）の購入並びに同経費の支出について
320,995

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
25,969

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
200,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
333,745

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年6月分）の支出について
107,827

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年6月分）の支出について
1,845

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）６月分郵送料（発送用）の支出について
5,900

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（６月分）の支出について
12,592

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）６月分郵送料（文書収受用）の支出について
23,186

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）６月分郵送料（収受用）の支出について
50,879

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）６月分郵送料（発送用）の支出について
501,592

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）６月分郵送料（文書発送用）の支出について
1,114,073

西区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）６月分郵送料（発送用）の支出について
38,808

西区役所 市民協働課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（九条南小学校）
18,600

西区役所 市民協働課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度生涯学習ルーム事業及び平成２６年度西区公募型企画講座支援事業にかかる色上質紙外６点の買入経費の支出について
22,867

西区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用リサイクルトナーカートリッジの購入並びに同経費の支出について
4,320

西区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用リサイクルトナーカートリッジの購入並びに同経費の支出について
4,320

西区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用リサイクルトナーカートリッジの購入並びに同経費の支出について
4,320

西区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用リサイクルトナーカートリッジの購入並びに同経費の支出について
4,320

西区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用リサイクルトナーカートリッジの購入並びに同経費の支出について
8,640
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西区役所 市民協働課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度「西・港・大正３区合同防災計画スタートアップ事業」公募型プロポーザル選定委員会委員報償金の支払いについて
43,620

西区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール車両の自動車損害賠償責任保険にかかる経費の支出について
26,370

西区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車両の車検にかかる重量税の支払いについて
2,500

西区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（６月分）
6,198

西区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼金の支出について（４月分、明治小学校）
2,500

西区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（6月分）
20,136

西区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（6月分）
82

西区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（6月分）
750

西区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区コミュニティ育成事業にかかる業務委託料の支出について（第１四半期）
1,800,105

西区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（５月分）
293,400

西区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（５月分）
248,360

西区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成26年7月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成26年7月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（はなぞの保育園）（平成２６年５月分）
1,774,850

西区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（はなぞの保育園）平成２６年４月分
1,449,470

西区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支給について
266,098

西区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
483,079

西区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
61,800

西区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
4,560

西区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
41,200

西区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（断酒会：日帰り）の支出について
440

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年４月・５月分）
1,324

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年４月・５月分）
720

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年４月・５月分）
2,400

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,158

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,800

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
187,940

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
87,970

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
24,034

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年４月・５月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（５月分）
6,600

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
111,945

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年４月・５月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年４月・５月分）
240

西区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年４月・５月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
279,648

西区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
12,750

西区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
45,222

西区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
960

西区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
480

西区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
45,100

西区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
14,940

西区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,080

西区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（５月分）
2,524

西区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
7,500

西区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

西区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
4,520

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣等洗たく代の支出について（５月分）
4,428
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西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,592

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
16,977

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
11,392

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
54,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
75,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
194,400

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（５月分）の支出について
22,500

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
10,800

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
16,200

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
57,850

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
2,240

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
28,772

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
195,352

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年５月支給分①）
342,894

西区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（平成２６年７月支払分）
385,698

西区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業、地域健康講座、母子保健事業、保健栄養指導、食育事業用トナー等３９種の購入並びに同経費の支出について
50,288

西区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業、地域健康講座、母子保健事業、保健栄養指導、食育事業用トナー等３９種の購入並びに同経費の支出について
26,050

西区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業、地域健康講座、母子保健事業、保健栄養指導、食育事業用トナー等３９種の購入並びに同経費の支出について
4,747

西区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業、地域健康講座、母子保健事業、保健栄養指導、食育事業用トナー等３９種の購入並びに同経費の支出について
8,336

西区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業、地域健康講座、母子保健事業、保健栄養指導、食育事業用トナー等３９種の購入並びに同経費の支出について
6,075

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
267,236

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
327,051

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による学校給食費の支出について
31,308

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
57,920

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
14,120

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
14,040

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助（院内／一般）の支出について
76,070

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
217,540

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（６月２７日実施分）
49,780

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金（修学資金）第２四半期の支出について
243,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 地域包括支援センター運営協議会用ペットボトルお茶の購入経費の支出について
2,592

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
15,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
900

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
390

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
6,232

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
6,560

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
18,908

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
6,796

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
80,569

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
700

西区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,300

西区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費４月分追給（区執行分）の支出について
10,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について
10,420

西区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ シュッポッポ）（平成２６年６月分）
389,480

西区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（はなぞの保育園）（平成２６年６月分）
1,793,500

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
864
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西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
1,692

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
1,824

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による８月分生活保護費の支出について
16,500,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による８月分生活保護費の支出について
9,500,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費６月分（学校給食費）の支出について
127,595

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による８月分生活保護費の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
13,820

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護住宅改修の支出について
8,273

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
6,733

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護住宅改修の支出について
10,530

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,500

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
4,300

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
10,200

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
10,870

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
19,807

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による８月分生活保護費の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年度歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（６月分）
31,190

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる活動費の支出について（第１四半期分）
1,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成26年7月分）
1,814,940

西区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,050

西区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣等洗たく代（６月分）の支出について
2,808

西区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区子育て支援拠点事業「西区子育てつどいのひろば」6月分の委託料の支出について
397,750

西区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,864

西区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,767

西区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

西区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
253,390

西区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策にかかる市内交通費（６月分）の支出について
720

西区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（たいようランド）（平成２６年５月分）
1,144,110

西区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（たいようランド）（平成２６年６月分）
1,216,790

西区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（たいようランド）（平成２６年４月分）
1,266,330

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（６月分）
270,360

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（６月分）
167,560

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（６月）
314

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
820

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
392

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
3,754

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
1,710

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
5,995

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
502

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
1,968

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
994

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
11,276

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支給について
512,734

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
8,350

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
3,194

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
512

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
1,196

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
147,867
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西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
164

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかるリサイクルトナーの購入経費の支出について
22,680

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
225,378

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
290,440

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
85,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
7,926

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
69,997

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助（６月分）の支出について
38,106

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
10,500

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
23,360

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
25,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
214,264

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
219,660

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（６月）
1,244

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（６月）
12,167

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（６月）
164

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（６月）
820

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（６月）
1,558

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
7,068

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（６月）
1,732

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
9,737

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
20,788

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
6,898

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
584

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
2,552

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
1,804

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（６月分）
336,980

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（６月）
25,526

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
410

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（６月分）
1,439

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（６月分）
3,296

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（６月分）の支出について
20,058

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（６月分）の支出について
15,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（６月分）の支出について
9,586

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（６月分）の支出について
9,586

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（６月分）の支出について
15,000

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（６月分）の支出について
7,980

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 すこやかリーダー講座にかかる報償金の支出について（６月分）
28,400

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
3,602

西区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判申出にかかる診断書料の支出について
10,800

港区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口案内従事者派遣業務委託にかかる支出について（平成２６年度）５月分
162,394

港区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入の支出について（５月分）
159,865

港区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所来庁者用スポットエアコンの購入及び同経費の支出について
288,360

港区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 生活支援事務用手動式移動棚（港区役所）の購入経費の支出について
631,800

港区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成26年6月号）
413,416

港区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
50,760

港区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年４月口座不能分）
2,880
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港区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年６月分）
51,546

港区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年経済センサス基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
1,220

港区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
800

港区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年６月分）
6,305

港区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年６月分）
3,366

港区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度第４回港区区政会議議事録作成業務（外３件）にかかる支出について
87,480

港区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品の購入代金の支出について
27,680

港区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年６月分）
1,009,995

港区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年６月分）
123,550

港区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年６月分）
65,973

港区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
11,723

港区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成26年7月号）
413,416

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【コミ協・6月分】
3,355

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【コミ協・6月分】
3,214

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【地活協・6月分】
40,698

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【コミ協・6月分】
2,785

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【地活協・6月分】
63,745

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【コミ協・6月分】
2,142

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【コミ協・6月分】
1,272

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【地活協・6月分】
45,163

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【コミ協・6月分】
2,377

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【地活協・6月分】
24,168

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【地活協・6月分】
43,890

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【地活協・6月分】
61,066

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【地活協・6月分】
52,915

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【コミ協・6月分】
2,310

港区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器長期借入料金の支出について（６月分）
159,865

港区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年６月分）
191,146

港区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年６月分）
23,382

港区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年６月分）
12,485

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区の広報紙(平成26年7月号)概算印刷にかかる経費の支出について
465,976

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年６月分）
241,005

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所２、３階保健福祉課レイアウト変更に伴う電話回線及び電話機の移設・増設にかかる経費の支出について
91,800

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所２階保健福祉課（生活支援グループ）レイアウト変更に伴う庁内情報端末移設業務にかかる経費の支出について
432,000

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年６月分）
10,229

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙全戸配布業務にかかる委託料の支出について（指定地域・平成26年7月号）
212,446

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直員用寝具借入料金の支出について（６月分）
9,504

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）６月分
5,669

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区）賃借料の支出について（長期借入）　６月分
3,932

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年６月分）
33,167

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年６月分）
1,251

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年６月分）
17,710

港区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年６月分）
668

港区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口案内従事者派遣業務委託にかかる支出について（平成２６年度）６月分
162,394

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当区役所事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
49,800

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２６年６月分）
202,030

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年６月分）
1,699

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（NTTコム）の支払について（平成２６年７月分）
2,211
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港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年６月）
284

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年６月）
22,765

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年６月）
25,724

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年６月）
345

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支払について（平成２６年７月分）
6,282

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支払について（平成２６年７月分）
2,703

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ＩＰ電話使用料の支払について（平成２６年７月分）
21,020

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支払いについて（平成２６年７月分）
1,680

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所２階保健福祉課（生活支援グループ）レイアウト変更に伴う庁内情報端末移設業務にかかる経費の支出について
38,880

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所２階保健福祉課（生活支援グループ）レイアウト変更に伴う総合福祉端末等移設業務にかかる経費の支出について
447,120

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（６月分）
5,613

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料の支出について（長期借入）　６月分
3,240

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（６月分）
686

港区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（６月分）
366

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年５月分）
381,760

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進会議事業にかかる飲料（１６２名分）・物品の購入および経費の支出について（市岡・港南・築港中学校下青少年育成推進委員会用）
22,032

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 青少年育成推進会議事業にかかる飲料（１６２名分）・物品の購入および経費の支出について（市岡・港南・築港中学校下青少年育成推進委員会用）
13,296

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 みなトクモン発掘レクチャー（平成26年6月18日実施）にかかる講師謝礼の支出について
23,280

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権・家庭教育に関する学習会の講師謝礼支出について（大阪市立池島小学校PTA実施分）
15,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
1,360,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２６年５月分）
302,920

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 街頭防犯カメラ（４台）にかかる電気料金の支出について（平成26年5月分）
1,236

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 街頭防犯カメラ（２台）にかかる電気料金の支出について（平成26年5月分）
618

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 街頭防犯カメラ（１台）にかかる電気料金の支出について（平成26年5月分）
309

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 街頭防犯カメラ（１台）にかかる電気料金の支出について（平成26年5月分）
309

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 港・西・大正３区合同中小企業経済交流会にかかる講師謝礼の支出について
940

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支払いについて（６月分）
7,977

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 青少年育成推進会議事業にかかる飲料の購入および同経費の支出について（港中学校下青少年育成推進委員会用・６０名分）
4,860

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年６月分）
381,160

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２６年６月分）
227,694

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年度６月分）の支出について
2,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年度６月分）の支出について
6,232

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年度６月分）の支出について
600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年度６月分）の支出について
1,724

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年度６月分）の支出について
82

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年度６月分）の支出について
8,364

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年度６月分）の支出について
328

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーボランティア保険について
4,200

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分葬祭費支払準備金について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年７月分出産育児一時金支払準備金について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）７月分の窓口支払資金について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）７月分の窓口支払資金について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
388,504

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費（平成26年5月分）の支出について
2,371,274

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・保険グループ）事務用市内出張交通費の支出について(6月分）
480

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・保険グループ）事務用市内出張交通費の支出について(6月分）
480

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年７月審査分国保療養費（一般）の支給について
388,613

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年７月審査分国保療養費（退職）の支給について
23,364
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港区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
1,580,386

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年７月分出産育児一時金の支給について
110,280

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
2,140

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分葬祭費の支給について
700,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年6月分）
66,140

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
2,550

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年6月分）
24,026

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
1,296,761

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
159,882

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課(保険年金：保険グループ）後期高齢者医療保険事務用　市内出張交通費の支出について（5月分）
480

港区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
79,422

港区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者引越代の支出について
100,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者オムツ代の支出について
9,500

港区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者オムツ代の支出について（２件）
41,200

港区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,800

港区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成26年6月11日分）
31,190

港区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２６年７月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２６年７月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ５月　被保護者教育扶助費の支出について　　給食
104,601

港区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　介護扶助費の支出について（住宅改修３件）
22,708

港区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　介護扶助費の支出について（福祉用具３件）
9,302

港区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者引越代の支出について
12,960

港区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者オムツ代の支出について（７件）
104,800

港区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる被保護者医療治療材料費等の支出について
737,086

港区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者引越代の支出について
54,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,500

港区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
1,360

港区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
11,970

港区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者オムツ代の支出について（９件）
136,334

港区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ５月　被保護者教育扶助費の支出について　　給食
222,981

港区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ４月・５月　被保護者教育扶助費の支出について　　給食
66,080

港区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
4,390

港区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成の支出について（平成２６年６月１６日審査決定分）
1,205,335

港区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成の支出について（平成２６年６月１６日審査決定分）
226,302

港区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者オムツ代の支出について
7,100

港区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者検診料等の支出について
280

港区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成の支出について（平成２６年６月１６日審査決定分）
114,779

港区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成２６年６月１６日審査決定分）
44,352

港区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（３件）
10,355

港区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ５月　被保護者教育扶助費の支出について　　給食
62,764

港区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について（２件）
8,180
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港区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について（４件）
9,520

港区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者家財処分代の支出について
58,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者オムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
1,280

港区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民健康アップ事業（健港プロジェクトXベーシックコース6月19日実施分）にかかる講師報償金の支出について
9,040

港区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者引越代の支出について
145,800

港区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者オムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
22,090

港区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（４件）
175,680

港区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（７件）
21,210

港区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
13,825

港区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング講演会」（７月１７日実施分）に係る市民活動行事保険料の支出について
600

港区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成26年6月23日分）
31,190

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
53,647

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
100,219

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
22,861

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
156,840

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
9,670

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
5,850

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,624

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,680

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,350

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護担当事務用消耗品（ファイルワゴン等合計４点）購入経費の支出について
22,260

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護担当事務用消耗品（ファイルワゴン等合計４点）購入経費の支出について
69,120

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護担当事務用消耗品（ファイルワゴン等合計４点）購入経費の支出について
47,724

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護担当事務用消耗品（ファイルワゴン等合計４点）購入経費の支出について
56,354

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
2,556

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　オムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
2,800

港区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる６月分講師料の支出について
10,440

港区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者オムツ代の支出について
1,468

港区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者教育扶助費の支出について　教材代
106,041

港区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料の支出について（２件）
6,740

港区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 DOTS事業　第1回コホート検討会参画医師報償金にかかる支出について
11,360

港区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（６月分）
4,090

港区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
687,726

港区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
160,948

港区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者引越代の支出について（２件）
93,420

港区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ５月　被保護者教育扶助費の支出について　　給食
38,100

港区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
4,320

港区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（６月分）
900

港区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 母子保健事業　乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年6月分）
343,280

港区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 母子保健事業　乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年6月分）
11,160

港区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費（平成26年6月分）の支出について
1,170

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
75,088

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
216,908

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
97,242

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
204,091
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港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,069

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,660

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,400

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
13,750

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入れについて（平成26年6月分）
2,100

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者オムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修２件）
23,100

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
1,382

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護報酬の支出について（１件）
212,500

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
3,680

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（5月27日実施）に係る報償費の支出について
12,900

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
81,901

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,379

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,016

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,660

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
95,484

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる妊娠検査料の支出について（１件）
1,280

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
20,600

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（３件）
324,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる住宅維持費の支出について（２件）
49,748

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について　教材費
139,881

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
7,560

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における医療文書料等の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料の支出について
2,376

港区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
216,200

港区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
1,879

港区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
8,586

港区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
4,711

港区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
210

港区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀委託契約にかかる経費の支出について（平成26年4月29日発見分）
198,269

港区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財道具処分代の支出について
216,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
73,920

港区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
860

港区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
3,880

港区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
3,400

港区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
134,312

港区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,400

港区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
26,619

港区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
77,614

港区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

港区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
10,500

港区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（４・５月分）
121,728

港区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成26年7月分）
49,780

港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財道具処分代の支出について
180,000
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港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２６年度８月分）
31,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
5,100

港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２６年度８月分）
16,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（４件）
279,108

港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２６年度８月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
7,400

港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２６年度８月分）
800,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２６年度８月分）
900,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座（６月２７日分）にかかる講師報償金の支出について
9,320

港区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,880

港区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
383,023

港区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
7,730

港区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費資金前渡について（平成２６年度７月）生活扶助
3,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
7,560

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第1四半期分）
1,075,775

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
18,717

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
3,060

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
4,377

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
78,735

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具２件）
5,607

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（３件）
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,200

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（５件）
17,820

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第1四半期分）
1,025,775

港区役所 保健福祉課 平成26年07月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金・第２四半期分）
3,281,496

港区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
181,442

港区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（５件）
319,188

港区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
821,534

港区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
214,300

港区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　きららもとまち保育園に係る業務委託料の支出について（平成２６年６月分）
1,120,650

港区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママバンビ共同保育所に係る業務委託料の支出について（平成２６年６月分）
1,135,750

港区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２６年７月分給間食費の支出について
1,457,440

港区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（6月24日実施）に係る報償費の支出について
28,260

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区事務所運営費にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
1,290

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
164

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民健康アップ事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
2,214

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
1,850

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉推進にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
2,360

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
820

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 特別児童扶養手当関係業務にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
1,380

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉担当職員研修にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
1,880

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務に係る市内出張交通費（４月分）の支出について
420

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用６月分後納郵便料金の支出について
25,168

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
134,039

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,120
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港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
712

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
5,536

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,306

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
38,800

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
13,711

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者福祉関係事務説明会にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者福祉関係事務説明会にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 医療助成初任者研修にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
960

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用６月分後納郵便料金の支出について
2,532

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
1,632

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
8,410

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
520

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
180

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
1,700

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
516,432

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
59,400

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
199,800

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる住宅維持費の支出について（１件）
17,280

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費（施設短期入所）の支出について（２件）
81,200

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（１件）
43,200

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
6,580

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,000

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について
9,010

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
164

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
934

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
304

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
1,230

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
738

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
7,902

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
14,069

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 市長入院同意患者面接等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
2,360

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用６月分後納郵便料金の支出について
27,120

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
1,230

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
3,856

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育事務にかかる市内出張交通費（４・５月分）の支出について
1,440

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用６月分後納郵便料金の支出について
80,336

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　風の丘保育園に係る業務委託料の支出について（平成２６年６月分）
1,114,950

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 ひとり親家庭等支援関係にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
480

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（6月分）
14,512

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用６月分後納郵便料金の支出について
18,388

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
89,129

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２６年６月分）
4,383

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座（５月２２日分）の講師報償金の支出について
8,600

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者虐待防止にかかる市内出張交通費（４月・5月分）の支出について
960

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 介護用品等支給事務にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉事務用６月分後納郵便料金の支出について
28,236

大正区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
18,450

大正区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
18,460
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大正区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報・情報発信の充実用消耗品の購入にかかる経費の支出について
32,331

大正区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（６月分）
81,567

大正区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（６月分）
640,658

大正区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 大正ものづくりフェスタ2014事業における分担金の支出について
1,200,000

大正区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度第２回区政会議議事録等作成業務にかかる経費の支出について
36,720

大正区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（６月分）
58,818

大正区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（６月分）
7,559

大正区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入について（トナーカートリッジ　外２点）
243,540

大正区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
5,148

大正区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,378

大正区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（６月分）
6,517

大正区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（６月分）
21,060

大正区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（６月分）
410

大正区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
18,460

大正区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（６月分）
4,380

大正区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年経済センサス‐基礎調査・商業統計調査用手提げ袋ほか１点の購入経費の支出について
16,470

大正区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（６月使用分）
3,038

大正区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（7月号）企画編集業務委託の経費の支出について
190,080

大正区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（７月分）
94,008

大正区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（７月分）
45,401

大正区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（７月分）
1,026

大正区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（７月分）
594

大正区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（５月分）
79,835

大正区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所総合案内窓口業務従事者派遣にかかる経費の支出について（６月分）
169,860

大正区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（６月分）
315,900

大正区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（６月分）
7,296

大正区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具賃貸借契約にかかる経費の支出について（４～６月使用分）
28,512

大正区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,616

大正区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大正区広報紙「こんにちは大正」（7月号）印刷にかかる経費の支出について
224,208

大正区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（7月号）全戸配付業務委託にかかる経費の支出について
298,926

大正区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
194,660

大正区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
194,670

大正区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
194,660

大正区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（６月分）
47,016

大正区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用後納郵便料金（６月分）の支出について
10,323

大正区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（6月請求分）の支出について（契約変更分）
17

大正区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（６月使用分）
21,020

大正区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議用後納郵便料金（６月分）の支出について
202

大正区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
31,200

大正区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
328

大正区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
2,864

大正区役所 市民協働課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区・西区・浪速区タイアップ水辺空間を活かしたまちづくり魅力向上事業業務委託事業者選定委員への報償金の支出について
48,595

大正区役所 市民協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（５月配付分）の支出について
320

大正区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用消耗品の購入について（５月依頼分）
3,672

大正区役所 市民協働課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業及び学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（５月依頼分）
15,329

大正区役所 市民協働課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業及び学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（５月依頼分）
11,113

大正区役所 市民協働課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 種花事業に係る花と緑の研修園休憩室用電気料金の支出について（６月分）
523

大正区役所 市民協働課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大正区コミュニティ育成事業（地域版）業務委託料の支出について（７月支払分）
13,366,400
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大正区役所 市民協働課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用消耗品の購入について（６月依頼分）
4,320

大正区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（４月依頼分）
38,545

大正区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（５月依頼分）
25,000

大正区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
6,600

大正区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災リーダー技術訓練のお知らせにかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
24,108

大正区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
279,823

大正区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール車両の自動車損害賠償保障法に規定する責任保険にかかる経費支出について
26,370

大正区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車両の車検整備にかかる自動車重量税の経費支出について
2,500

大正区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（防災防犯）事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
3,910

大正区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（防災防犯）事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,650

大正区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯安全対策用レインスーツ外２点の購入にかかる経費の支出について
103,334

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 T-1ライブグランプリ２０１４予選第１回開催に係るPA（音響）及び審査員報酬の支出について
51,600

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（６月分）の支出について
9,060

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について（青少年育成推進事業外８事業）
1,230

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について（青少年育成推進事業外８事業）
2,624

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について（青少年育成推進事業外８事業）
1,528

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について（青少年育成推進事業外８事業）
174

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について（青少年育成推進事業外８事業）
82

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（６月分）
11,010

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について（青少年育成推進事業外８事業）
6,432

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について（青少年育成推進事業外８事業）
740

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について（青少年育成推進事業外８事業）
400

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（６月分）の支出について
420

大正区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について（青少年育成推進事業外８事業）
164

大正区役所 市民協働課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民協働による「音楽のあふれるまち大正」推進事業の実施に係るポリ袋の購入について
27,972

大正区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（５月依頼分）
29,884

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年７月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
840,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分国民健康保険葬祭費の支出について
200,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年７月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
50,384

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（７月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（７月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
1,978,901

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付金の支出について
5,264

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（5月分）
2,153,778

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（5月分）
186,013

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 財産調査返信用郵便切手の購入について
69,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（５月分）の支出について
2,460

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成26年5月分)
9,898

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（７月支払分）
984,065

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分国民健康保険葬祭費の支出について
350,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年７月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
6,817

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（７月支払分）
37,695

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（６月分）
54,899

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（６月分）の支出について
3,880

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国民健康保険料納期内納付勧奨周知用ポスター及びビラの作成について
53,460

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年5月分)
5,210

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年6月分)
8,536
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大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成26年6月分)
7,959

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年5月分)
57,157

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年6月分)
149,477

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年5月分)
267,537

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年6月分)
1,129,236

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
1,304,282

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付金の支出について
1,859

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年5月分)
26,920

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年6月分)
38,703

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年5月分)
27,758

大正区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年6月分)
42,319

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
107,733

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（７月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（７月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
21,275

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－7
70,530

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－2
25,029

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－4
225,477

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－18
3,668

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－2
62,387

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－6
6,015

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について　その１（代理受領方式）41-01
249,300

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
2,075

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（５月分）
1,740

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（５月分）
420

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（５月分）
420

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-49
29,204

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業所設置運営業務委託経費の支出について（5月分）
791,190

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食代）の支出について
73,449

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食代）の支出について
49,042

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食代）の支出について
78,999

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支払いについて（７月支払分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について その２（代理受領方式）券番号41-02
299,160

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる救護施設への職員の管外出張について
1,380

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
216,419

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
8,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
309,693

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
45,360

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
218,570

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
300,012

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
33,160

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
217,771

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
216,310

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉関係業務にかかる消耗品購入経費の支出について
22,647

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-59
58,980

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-8
12,160

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
77,450

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,120
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大正区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
2,940

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
3,232

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
11,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
52,430

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～５月分）
3,150

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～５月分）
2,360

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～５月分）
1,650

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～５月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～５月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
22,896

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検査料）の支出について
17,090

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～５月分）
1,920

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
18,019

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－4
79,124

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－3
40,695

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33－5
41,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－17
57,011

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－8
216,118

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－16
2,567

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－21
77,917

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（５月分）
8,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（５月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（５月分）
3,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（５月分）
7,097

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（５月分）
2,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（５月分）
1,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
1,369

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
44,920

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
7,840

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
37,767

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
80,350

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
94,053

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
22,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,560

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
43,132

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年４～５月分）
1,740

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年４～５月分）
14,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年４～５月分）
5,580

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年４～５月分）
1,480

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,251

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 社会福祉主事資格認定通信課程（中央福祉学院）受講にかかる経費の支出について
68,900

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
97,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
80,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
49,681

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　転宅資金(平成26年7月支給分)の支出について
82,500
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大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（7月～9月分）
561,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
4,849

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
2,297

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
1,276

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
820

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
17,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,060

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について　その３（代理受領方式）券番号41-03
266,049

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　広告料 相続財産管理人選任申立事件にかかる官報広告料の支出について
3,775

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
38,641

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
21,050

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（７月分）
1,419,830

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について　その１（内１件代理受領方式）
8,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（７月２３日支払分）
1,009,249

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－3
436,313

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－7
507,811

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（７月２３日支払分）
760,860

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
141,299

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
32,360

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
13,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
6,048

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
34,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
8,160

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
249,790

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
198,552

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（７月２３日支払分）
187,196

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（７月２３日支払分）
35,540

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－11
55,439

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－15
54,496

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－13
49,038

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－12
16,977

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－11
41,406

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－23
55,439

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－14
4,233

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタートナー購入経費の支出について
132,192

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
2,560

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、校外活動費）の支出について
91,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、校外活動費）の支出について
230,255

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
34,388

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
287,456

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
242,090

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,552

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度第1回コホート検討会にかかる協議会等の講師謝礼経費の支出について
11,360

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待対応にかかるタクシー代の支出について（４月４日分）
4,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（６月分）
274,044

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（８月１回目）
27,800,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
56,405
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大正区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（８月１回目）
12,800,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（８月１回目）
450,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（８月１回目）
400,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（4月～9月分）
180,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区地域福祉推進アクションプラン（第3期）冊子の製作にかかる支出について
87,404

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
77,776

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
155,935

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
27,880

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（文書料）の支出について
4,320

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（４・６月分）
1,070

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
29,223

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
4,056

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
820

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
976

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
3,468

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
328

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
492

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（４・６月分）
300

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
8,466

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
4,272

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
246

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
36,079

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
207,832

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
221,052

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
3,280

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
3,536

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
11,456

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
10,064

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
328

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる受取人払後納郵便料の支出について（６月分）
97

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる受取人払後納郵便料の支出について（６月分）
97

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
1,230

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
3,422

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
4,004

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（４・６月分）
3,360

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
5,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
28,932

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
17,699

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
1,804

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
2,446

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（４・６月分）
420

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（４・６月分）
1,170

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（４・６月分）
1,080

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
410
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大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
7,089

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
738

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
140

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（６月分）
800

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
4,700

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-61
65,340

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（６月分）
3,410

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（６月分）
880

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（６月分）
720

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（６月分）
570

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（６月分）
9,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（６月分）
227,325

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（６月分）
50,642

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
45,900

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代、給食費）の支出について
4,152

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
328

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度6月分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年５月実施分地域健康講座（壮年）にかかる報償金の支出について
13,580

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
1,066

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
2,788

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
4,604

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
328

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業所設置運営業務委託経費の支出について（６月分）
953,260

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度6月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
11,160

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度6月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
343,280

大正区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
12,216

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
129,772

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用天王寺区役所泡消火設備修繕工事にかかる経費の支出について
432,000

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　蛍光灯ほか１４点の購入にかかる経費の支出について
116,499

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（５月分）
33,281

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＪＲ寺田町駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業（天王寺区・生野区・阿倍野区コミュニティビジネス　モデル事業）業務委託経費の支出について（５月分）
129,600

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎設備維持用電気使用料の支出について（６月分）
1,056,774

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（６月分）
19,980

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務に係る経費の支出について（６月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用　大阪市天王寺区役所庁舎・大阪市天王寺区保健福祉センター分館庁舎清掃委託業務にかかる経費の支出について（６月分）
376,020

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式長期借入経費の支出について（６月分）
36,702

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる契約について（６月分）
5,757

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙企画編集業務委託における所要経費の支出について（平成２６年７月号）
409,500

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（６月分）
6,801

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成26年６月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年６月分）
16,363

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年６月分）
19,240
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天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年６月分）
175,186

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年６月分）
11,168

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（６月分）
2,376

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（６月分）
3,846

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　尿石附着予防薬剤外１点の購入にかかる経費の支出について
131,544

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（６月分）
140

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（６月分）
356

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（６月分）
3,370

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（６月分）
800

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（６月分）
1,600

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（平成２６年７月号分）
346,211

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金への繰入金の支出について（６月分）
7,560

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
129,772

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 一般管理用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,320

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（５月分）
27,602

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,320

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（５月分）
720

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
6,452

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
1,690

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（６月分）
21,020

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙配付業務における所要経費の支出について（平成２６年７月号分）
47,772

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
47,364

天王寺区役所 企画総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
4,756

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生及び高校生を対象とした天王寺区インターンシップ事業公募型企画提案における事業者選定に係る委員報酬の支出について
55,500

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 第33回天王寺区ジュニアクラブ活動参加者募集にかかる返信用ハガキ購入経費の支出について
6,916

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度天王寺小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（４／１６・４／３０開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（５／２０開催分）の支出について
6,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度桃陽小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（５／１７開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度天王寺小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（５／７・５／２１開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区　英語による即興型ディベートスクール事業公募型企画提案における事業者選定に係る委員報酬の支出について
87,500

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター機械警備業務にかかる経費の支出について（６月分）
4,212

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（６月分）
85,500

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年6月分）
2,064

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年6月分）
164

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年6月分）
2,296

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年6月分）
692

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年6月分）
2,428

天王寺区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年6月分）
972

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年７月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について７月分支払資金（一般及び退職者）
50,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について７月分支払資金（一般及び退職者）
10,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
333,477

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
1,392

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
154,677

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口事務用プリンターラベル・テプラテープの購入経費の支出について
12,124

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年６月分国民健康保険療養費等の支出について
320,569

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
428,456
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天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（５月分）
2,555,646

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（５月分）
347,394

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年５月分）
7,574

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年５月分）
7,574

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金用ボールペン替芯外６点の購入にかかる経費の支出について
12,063

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分国民健康保険葬祭費の支出について
200,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年７月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
144,470

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
77,112

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険・後期高齢担当事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
1,140

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年６月分）
8,362

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年６月分）
8,361

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年７月分国民健康保険療養費等の支出について
575,881

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険・後期高齢担当事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
420

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口受付用番号案内表示機ロール紙の購入経費の支出について
65,556

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 自動車臨時運行許可申請書等にかかる印刷経費の支出について
25,596

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
65,566

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
6,367

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
574

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
51,078

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
1,081,175

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年6月分）
65,457

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
17,142

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年6月分）
9,352

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（５月分）
43,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　妊婦健診・検査料の支出について（５月分）
4,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（５月分）
8,532

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成26年7月分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成26年7月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
24,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
18,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
23,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,345

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,130

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て愛あいフェスティバル事業用専門相談にかかる講師謝礼の支出について
37,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
61,779

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,244

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
378,830

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（５月分）
27,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（４月分）
8,340

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越し）の支出について（５月分）
44,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
6,340

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
15,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
5,844

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（４月分）
2,136

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　作業所（生活訓練/チャレンジライフ）の移送費の支出について（５月分）
640
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
16,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（６月分）
20,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（５月分）
28,424

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（５月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（６月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（肩装具）の支出について（５月分）
57,325

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（５月分）
1,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（６月分）
21,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（６月分）
15,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車とバス）の支出について（５月分）
3,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（４月分）
19,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（５月分）
3,890

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（６月分）
227,110

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て愛あいフェスティバル事業用司会者謝礼の支出について
18,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度　コホート検討会参画医師の報償金の支出について
11,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
670

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
770

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
3,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について
475,144

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
16,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
27,718

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
109,786

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
22,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
7,176

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
44,180

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費の支出について
166,616

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
3,020

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（３月分）
1,470

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
6,048

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２，３月分）
6,561

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
6,826

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
2,737

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（５月分）
3,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（６月分）
22,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（６月分）
660

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について
502,734

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,170

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
94,230

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
45,792

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
56,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会の同経費の支出について
46,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２６年６月分）
49,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
157,464

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
14,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
2,400
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
7,450

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（３，４月分）
1,396

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（４月分）
6,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５，６月分）
22,177

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（４月分）
950

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（６月分）
54,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
8,858

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
4,350

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　車椅子交付用診療情報提供書料の支出について（５月分）
4,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（６月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（４月分）
6,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年６月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年６月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年６月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）にかかる報償金について
4,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年６月分）
678

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年６月分）
1,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年６月分）
3,980

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年６月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年６月分）
8,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年６月分）
2,484

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年６月分）
898

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（４月～６月分）
27,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（４月～６月分）
55,520

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,472

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
216,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　家財処分料の支出について（６月分）
104,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（６月分）
23,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（６月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（５，６月分）
1,840

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者権利擁護業務用成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する要綱の規定に基づく成年後見活動報酬に対する助成金の支出について
216,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（３月分）
5,578

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（６月分）
120,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　家財処分料の支出について（６月分）
137,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
2,179

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
15,012

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（６月分）
35,559

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（４月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（６月分）
2,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について(４月分）
2,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（５月分）
213,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,315

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
25,110

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
75,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）受講料の支出について
68,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
540

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント及び食育推進連絡調整会議運営にかかる消耗品購入経費の支出について
7,452

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント及び食育推進連絡調整会議運営にかかる消耗品購入経費の支出について
27,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,212

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【ＴＯＴ保育ママ　6月分】
1,127,850

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【かのん保育ママ　6月分】
859,877

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２６年６月分）
280,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子福祉貸付金（修学資金　第２四半期分）の支出について
312,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
26,095

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
140,746

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
12,088

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
89,610

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
35,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
30,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
4,104

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　家財処分料の支出について（４月分）
7,560

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
5,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
18,623

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（４，５月分）
41,130

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（６月分）
13,671

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費・校外活動費の支出について（４，６月分）
115,761

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（６月分）
18,291

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（６月分）
61,335

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（６月分）
45,092

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（７月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（６月分）
220,520

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者権利養護事務用成年後見審判市長申立にかかる鑑定費用（予納金）の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者権利擁護業務用成年後見審判市長申立用診断書料の支出について
8,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成26年7月）の支出について
1,427,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
98,619

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
35,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（６月分）の支出について
5,870

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
4,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費８月分の支出について
13,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費８月分の支出について
6,600,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費８月分の支出について
200,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費８月分の支出について
200,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用リサイクルトナーの購入経費の支出について
22,572

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
23,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
18,800
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　布おむつ代の支出について（６月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（６月分）
36,582

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費・校外活動費の支出について（６月分）
57,648

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（７月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（７月分）
36,668

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（５月分）
4,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【保育ママあかつき　6月分】
837,450

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,668

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,517

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　妊婦健診・検査料の支出について（６月分）
3,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
2,235

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
18,549

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５，６月分）
16,969

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（３月分）
5,180

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
6,816

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
7,390

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
3,956

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　布おむつ代の支出について（６月分）
2,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
6,350

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
14,350

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（６月分）
32,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（６月分）
55,984

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（６月分）
45,771

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修）の支出について（７月分）
1,622

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（６月分）
21,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（ストマ装具）の支出について（３月分）
23,805

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（６月分）
1,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（６月分）
1,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（７月分）
44,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（７月分）
660

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
420

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　スティックのり外２８点の購入にかかる経費の支出について
12,813

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
720

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
5,310

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　スティックのり外２８点の購入にかかる経費の支出について
23,602

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　スティックのり外２８点の購入にかかる経費の支出について
10,256

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　スティックのり外２８点の購入にかかる経費の支出について
16,755

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２６年５月分）
31,249

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
3,772

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２６．６月分）
2,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
10,610

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・６月分）
172,643

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・６月分）
34,705

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
492

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
656

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科相談に伴う報償金の支出について（平成２６年７月分）
6,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
574

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
11,305

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（６月分）
10,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
492

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
304

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
156

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
946

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
346,057

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２６年６月分）
194

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
12,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦健診に伴う報償金の支出について（平成２６年７月分）
11,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
15,432

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年６月分）の支出について
15,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張旅費（４・５・６月分）の支出について
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成26年６月分）
14,464

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成26年６月分）
5,144

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年６月分）
29,096

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年６月分）
4,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年６月分）
2,654

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年６月分）
15,308

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年６月分）
972

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年６月分）
515

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 防災訓練事業　地域防災リーダー保険加入にかかる同経費の支出について
117,600

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 防災訓練事業　防災服のクリーニング実施にかかる経費の支出について
16,783

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練事業用　地域防災リーダー委嘱式にかかる委嘱状用紙の購入にかかる経費支出について
4,795

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域における自助・共助力の向上支援事業　「真田山地域　防災安全マップ」真田山地域　全戸配布にかかる経費の支出について
202,802

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災訓練事業　地域防災リーダー研修会講師実施に伴う経費の支出について
10,700

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（６月分）
2,208

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ26年６月分）
3,994

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる支出について（６月分）
96,940

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 こども安全見守り防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成２６年６月分）
39,852

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年６月分）
1,312

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年６月分）
328

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年６月分）
984

天王寺区役所 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯業務用携帯電話使用料の支出について（平成26年6月）
4,488

浪速区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 機械警備機器（カードキー）の買い入れ経費の支出について
3,024
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浪速区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区庁舎管理用自動自転車空気入れの購入経費の支出について
223,430

浪速区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成26年6月分）の支出について
12,510

浪速区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金（平成26年6月分）への繰入について
3,974

浪速区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
1,549

浪速区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（大国小学校５月分）
3,060

浪速区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（26年6月分）の支出について
3,540

浪速区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用　平成26年度（7月号）浪速区広報紙新聞折込広告業務に係る経費の支出について
91,845

浪速区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（読売）の購読経費の支出について(平成26年第1四半期(平成26年4月～6月分))
12,111

浪速区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（朝日）の購読経費の支出について（平成２６年第１四半期分（平成２６年４～６月分））
12,111

浪速区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用一般廃棄物運搬処理業務委託（概算）の実施経費の支出について（６月分）
4,078

浪速区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託の実施経費の支出について（６月分）
218,808

浪速区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用機械警備機器保守点検の実施経費の支出について（６月分）
24,840

浪速区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　平成26年度（7月号）浪速区広報紙企画編集及び印刷業務委託に係る経費の支出について（概算契約）
316,823

浪速区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）の実施経費の支出について（６月分）
13,419

浪速区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成２６年度６月分）
27,528

浪速区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
30,348

浪速区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画担当業務用　事務用品（カタログケース外10点）の購入経費の支出について
4,730

浪速区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画担当業務用　事務用品（カタログケース外10点）の購入経費の支出について
17,118

浪速区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　新聞未購読世帯への浪速区広報紙（平成26年7月号）配付業務に係る経費の支出について（概算契約）
44,508

浪速区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用宿日直専門員寝具の賃貸借の実施経費の支出について（平成26年4月～6月分)
25,920

浪速区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（毎日・日経）の購読経費の支出について(平成26年4～6月分）
25,638

浪速区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成25年5月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムにかかるモバイル端末機のリース経費の支出について（５月分）
4,584

浪速区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムにかかるモバイル端末機のリース経費の支出について（４月分）
4,584

浪速区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校６月分）
24,270

浪速区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（６月分）
167,859

浪速区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について（平成26年6月分）
430,992

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年5、6月分）の支出について
16,626

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年6月分）の支出について
8,408

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年6月分）の支出について
9,525

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年6月分）の支出について
9,152

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎管理用段ボール箱の購入経費の支出について
97,200

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年6月分）の支出について
135,175

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
1,568

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年6月分）の支出について
328

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成26年6月分）の支出について
21,052

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年6月分）の支出について
2,498

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成26年7月分）の支出について
27

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年6月分）の支出について
4,834

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（26年6月分）の支出について
4,716

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所内電話増設工事の実施経費の支出について
68,040

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成25年6月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムにかかるモバイル端末機のリース経費の支出について（６月分）
4,584

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
49,850

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成26年6月分）の支出について
1,744

浪速区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成26年6月分）の支出について
2,100

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
104,212

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
200,000
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浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
484,940

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
447,993

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（７月分）の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（７月分マル退）の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入について（６月分）
10,400

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
691,567

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
414,499

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
200,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
390,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
355,078

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（6月分）の支出について
360

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（6月分）の支出について
360

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（6月分）の支出について
720

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
81,334

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
74,317

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
105,270

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（6月分）の支出について
864

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
328

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（6月分）の支出について
13,279

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（6月分）の支出について
8,907

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（6月分）の支出について
51,387

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（6月分）の支出について
88,376

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（6月分）の支出について
1,467,481

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（6月分）の支出について
5,559

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（6月分）の支出について
653

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（6月分）の支出について
12,628

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（４、５月分）の支出について
1,540

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市人権啓発推進員浪速区連絡会全体会研修会における経費の支出について
20,473

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール車両（電気自動車）の自動車賠償責任保険契約の締結経費の支出
26,370

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区コミュニティ育成事業業務にかかる委託経費の支出について（第１回目）
3,823,545

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車両（電機自動車）の重量税の支出
2,500

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（６月分）の支出について
12,484

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（６月分）の支出について
20,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入（６月分）の支出について
5,100

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災活動支援事業用地域防災リーダーボランティア保険料の支出について
1,200

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進支援事業用物品の購入経費の支出について
99,360

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　両面テープ　外2点の買入経費の支出について
10,935

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(６月分）の支出について
2,488

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（６月分）の支出について
5,410

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(６月分）の支出について
480

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(６月分）の支出について
4,176

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度人権展用白画用紙購入経費の支出について
17,107

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用バレーボールポールカバー等の購入及び経費の支出について（6月分）
40,392

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
8,640

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の経費の支出について
8,532

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全・安心なまちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
226,800

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 フレンズカップ用のぼり旗の買入経費の支出について
45,360

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立浪速区民センター施設管理業務にかかる委託経費の支出について（第１回目）
11,505,435
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浪速区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用軟式野球ボール等の購入経費の支出について（6月分-2）
64,238

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（平成26年4月～6月分）
106,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区防災訓練の実施事業用物品の購入経費の支出について
67,824

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全・安心なまちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
106,920

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用・はぐくみネット事業用・交通事故をなくす運動用ボイスレコーダー等購入経費の支出について
85,320

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用・はぐくみネット事業用・交通事故をなくす運動用ボイスレコーダー等購入経費の支出について
6,048

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用・はぐくみネット事業用・交通事故をなくす運動用ボイスレコーダー等購入経費の支出について
17,150

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度人権展用白画用紙（追加分）購入経費の支出について
19,440

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年６月分）
1,544

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年６月分）
7,461

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去活動支援事業用物品の購入経費の支出について
206,604

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
36,288

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（６月分）
92

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（６月分）
92

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（６月分）
5,248

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年６月分）
4,982

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（６月分）
1,034

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（６月分）
11,982

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（６月分）
7,338

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年６月分）
82

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年６月分）
140

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年６月分）
222

浪速区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託の経費の支出について（６月分）
322,272

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２６年４月～６月分の支出について
327,978

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年４月分の支出について
216,424

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・７月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・７月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）第１４１０２２００２６号
251,792

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０３２００３５号
40,180

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）　第１４１０３２００２９号
41,730

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０２２００３３号
54,487

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修給付費の支出について（代理受領方式）第１４１０４２０００１号
154,916

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）４月分の支出について
5,520

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）４～６月分の支出について
252,950

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）５月分の支出について
76,794

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
4,560

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
1,848

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
9,996

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）５月分の支出について
520

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）４・６月分の支出について
6,480

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産費）４・５月分の支出について
348,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年４月分の支出について
231,320

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）４月分の支出について
4,280

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年３月分の支出について
224,974

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）第１３１０１３００４０号
23,836

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
112,440

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
2,160
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
1,998

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
1,998

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
8,964

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）４～６月分の支出について
69,260

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
217,540

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）４・５月分の支出について
159,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（６月９日）にかかる報償金の支出について
12,900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について（５月分）
6,930

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２６年５月、６月分の支出について
144,086

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年３月分の支出について
214,655

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分ー２）
1,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）　第１４１０２３０００５号
87,088

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
244,390

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分ー２）
898

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分ー２）
15,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
10,021

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分ー２）
702

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
966

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分ー２）
4,472

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
6,170

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）５月分の支出について
142,628

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）５月分の支出について
81,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
2,376

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
167,220

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
213,220

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（26年6月19日実施分）
49,780

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０３２００３６号
69,796

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
32,480

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
4,033

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
2,880

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
1,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
4,260

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
5,640

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１２月、平成２６年１、３～５月分の支出について
262,281

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２５年４・５・６・１０・１２月分の支出について
44,791

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
8,100

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）４～６月分の支出について
68,460

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）１２～４月分の支出について
192,960

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）５月分の支出について
349,488

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）５・６月分の支出について
104,760

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年１２月、平成２６年２～５月分の支出について
260,619

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）５月分の支出について
9,060

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）６月分の支出について
37,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２５年８～１１月分の支出について
100,380

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年３～６月分の支出について
359,131

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）の支出について
1,188
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）５月分の支出について
8,340

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）５月分の支出について
15,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）５月分の支出について
14,040

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）４・５月分の支出について
19,180

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代）平成25年12月分、平成26年4、6月分の支出について
232,908

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）２５年７月・９月～２６年５月分の支出について
369,120

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）３～６月分の支出について
65,370

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１２～３月分の支出について
4,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問介護）５月分の支出について
4,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）５月分の支出について
5,180

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年４月分の支出について
220,744

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
213,220

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年４月分の支出について
216,424

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月14日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について　第２四半期分
366,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修給付事業における支出について
270,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）４～６月分の支出について
384,904

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年４月分の支出について
206,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０３２００３４号
53,762

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０２２００２８号
70,530

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０３２００３８号
75,393

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について　第１４１０２２００４０号
43,900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
139,364

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）第１３１０１３００２９号
19,950

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について　第１４１０１２００７１号
154,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年４、５月分の支出について
305,417

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（４～５月分）
6,020

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年５、６月分の支出について
140,905

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
217,540

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（４～５月分）
2,850

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（４～５月分）
3,990

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域子育てサポートネットワーク事業用子育て相談外国語通訳報償金の支出について
3,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）の受講にかかる受講料の支出について
68,900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について　第１４１０２２００３０号
103,242

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について　第１３１０１２０８１４号
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）６月分の支出について
21,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２６年６月、７月分の支出について
146,976

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）５・６月分の支出について
73,100

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）４・５月分の支出について
69,120

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）４・６月分の支出について
34,790

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
231,456

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診に係る報償金の支出について（平成２６年６月分）
118,710

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域子育てサポートネットワーク事業用子育て相談外国語通訳報償金の支出について
3,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）５・６月分の支出について
329,766

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年３、５、６月分の支出について
63,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）５、６月分の支出について
76,497

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
217,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
213,220

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（７月分）の支出について
2,640,720
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について　第１４１０３２００４４号
36,878

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,930

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
45,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について　第１４１０１２００７０号
60,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）６月分の支出について
25,920

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）６月分の支出について
318,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年３月分の支出について
8,872

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）５月分の支出について
3,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（法外援護費）５月分の支出について
50,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）６月分の支出について
5,994

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）６月分の支出について
4,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）７月分の支出について
2,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年６月分の支出について
217,540

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
206,172

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所「災害時要援護者の実態把握による地域見守り活動サポート事業」にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
2,734,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）５・６月分の支出について
120,182

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　８月分
34,081,026

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　８月分
16,752,678

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　８月分
425,870

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）６月分の支出について
115,228

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　８月分
150,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　８月分
454,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年４月分の支出について
216,576

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
218,584

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）４、６月分の支出について
333,630

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）６月分の支出について
201,104

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年６月分の支出について
224,136

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年５月分の支出について
214,264

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年７月支払分）
267,680

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について　第１４１０１２００４３号
73,650

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
110,936

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について　第１３１０１２０５００号
15,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
235,473

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年７月支払分）
61,466

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
251,424

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）６月分の支出について
306,960

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２２年３月分の支出について
2,610

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）４～６月分の支出について
262,610

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年４～７月分の支出について
261,639

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（衛生材料費）平成２２年３月分の支出について
4,380

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）平成２２年３月分の支出について
1,050

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年６月分の支出について
206,740

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年７月支払分）
117,080

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年７月支払分）
15,174

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 民連事務用市内出張交通費等の支出について（５月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
4,756

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（６月分）の支出について
1,006

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
410
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所「地域子育てサポートネットワーク事業」にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
1,049,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
17,155

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
2,502

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
1,804

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
1,968

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
4,100

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（６月分）の支出について
161,417

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（６月分）の支出について
514,486

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）５月分の支出について
1,560

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（６月分）の支出について
1,516

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（６月分）の支出について
246

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる歯科医師への報償金の支出について（平成26年7月分）
31,190

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（６月分）の支出について
4,386

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
2,460

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（６月分）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（６月分）の支出について
1,537

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
5,740

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
492

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
42,130

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
22,630

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分受取人払）の支出について
420

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分受取人払）の支出について
938

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（６月分）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（保育ママ事業所　あったかスマイル・なにわ）平成２６年６月分
408,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の委託にかかる委託料の支出について（保育ママ大きなじゃんぐる）平成２６年６月分
535,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（ぬくもりのおうち保育ママ７）平成２６年６月分
788,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
1,640

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
7,872

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室に係る報償金の支出について（平成２６年６月分）
11,160

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（６月分）の支出について
10,248

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
4,592

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
533

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
57,237

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（６月分受取人払）の支出について
14,687

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
10,447

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（７月７日）にかかる報償金の支出について
8,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（６月３０日）にかかる報償金の支出について
9,260

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
1,230

浪速区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（６月分一般後納）の支出について
331

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成26年5月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
58,683

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年5月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,445,076

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年5月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
290,386

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年6月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
74,635

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度　第2回西淀川区区政会議録作成経費の支出について
38,664
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西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年6月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
13,171

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区マスコットキャラクターに～よんの商標登録業務委託費の支出について
25,920

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年5月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年4月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,883

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年4月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,181

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年5月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年6月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
9,504

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成26年7月号）
328,709

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年6月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)長期借入にかかる経費の支出について
32,572

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年6月分　 区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について
161,406

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,472

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について（平成26年7号）
174,960

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年6月分　西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約)
468,720

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 臨時給付金支給業務に伴う庁内電話機新設にかかる経費の支出について（区庁舎整備維持費）
16,200

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年6月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
10,181

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年5月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
10,181

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年4月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
10,176

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙用事務用角２封筒の購入にかかる経費の支出について
17,280

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年6月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年6月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年6月分　人事総務課分コピー代金の支出について
392

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年6月分　人事総務課分コピー代金の支出について
28,483

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年6月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,349

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大阪市西淀川区広報紙新聞折込業務経費の支出について（平成26年7月号）
365,546

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
8,090

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年6月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
6,421

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年6月分　産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる経費の支出について
7,182

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人事総務課（企画）用市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
2,630

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコンシステム用　平成２６年６月分データ通信料の支出について
4,894

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区マスコットキャラクターに～よんの商標登録業務委託費の支出について
129,328

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙配付業務経費の支出について（平成２６年７月号）
72,341

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成26年6月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
57,165

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 書類印刷用トナーカートリッジ外の購入にかかる経費の支出について
259,156

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年6月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,711,783

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
12,126

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　一般事務用電話使用料の支出について
21,020

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民相談事業用FAX回線使用料の支出について（平成26年度6月分）
2,901

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
4,624

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
2,734

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
37,870

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
4,817

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
140

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
43,018

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年６月分）の支出について
492

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年６月分）の支出について
5,796

西淀川区役所 人事総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年6月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
320,546

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年５月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
9,980

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用平成２６年６月分歌島公園種花広場電気使用料の支出について
1,041
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西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（６月分）
432

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支払いについて（６月分）
1,080

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災事業用　ボランティア保険料（地域防災リーダー）の支出について
22,200

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度PTA・社会教育関係団体対象学習会「PTA人権啓発ワークショップ」（姫里小学校PTA）にかかる講師謝礼金の支出について
26,560

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 工業活性化事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
2,280

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全推進事業用ハロゲン電球の購入にかかる経費の支出について
6,480

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全推進事業用マグネットシート外3点の購入にかかる経費の支出について
17,892

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業　地域安全対策プロジェクト用　携帯電話使用料（６月分）の支出について
7,602

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立西淀川区民ホール・大阪市立西淀川区民会館管理業務委託代行料の支出について（第２四半期分）
10,000,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 工業活性化事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（６月分）の支出について
1,011

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区放置自転車対策業務及び調査分析業務にかかる経費（６月分）の支出について
480,168

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 教育環境整備事業（平成26年5月追加分及び6月分・発達障がいサポーター事業）における報償金の支出について
381,600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度技術相談窓口にかかる相談員への報償金の支出について（６月分）
66,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域活動支援事業・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
4,460

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年６月分市内出張交通費の支出について（クリーンにしてグリーンなまちづくりグループ）
2,360

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業（区民剣道大会７月６日開催外）用物品購入にかかる経費の支出について
59,883

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,701

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,329

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,174

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
864

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,701

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,701

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,185

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
5,213

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,998

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
2,436

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
338

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年6月分）
260

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年6月分）
1,288

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
692

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
2,353

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年6月分）
1,558

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
2,118

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
980

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
8,174

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
2,948

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年6月分）
284

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市西淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年度第２四半期分）
4,000,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,346

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,247

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
140

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年6月分）
1,408

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年７月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年７月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
158,915

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
29,967

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
144,943

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
100,862
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西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
93,998

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金負担金の支出について
53,280

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年６月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
4,380

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
18,600

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
1,137,287

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
14,104

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
217,347

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
5,100

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
7,394

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
2,440

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
76,340

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
11,118

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
240

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
63,275

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
22,436

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
3,160

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
640

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
1,477,242

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
25,685

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
181,501

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
349,027

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
9,224

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
10,087

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 葬祭費負担金の支出について
250,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 葬祭費負担金の支出について
300,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金負担金の支出について
65,010

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
17,571

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
341,620

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）７月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）７月分の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への参加にかかる管外出張経費の支出について
45,780

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬費（医療扶助金）の支出について
3,153,546

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
229,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
353,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
55,546

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
101,576

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
213,611

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
849

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
30,700

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
10,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用お茶（ペットボトル）の購入費の支出について（５月１日～７月２８日分）
14,621

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
9,038

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
48,616

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
69,072

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
3,716

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
6,078

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
6,382

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
6,570



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
500

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
3,920

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
54,225

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
11,376

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
36,828

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
42,380

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬費（医療扶助金）の支出について
202,950

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
14,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
393,120

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
72,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
88,060

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度子育てを応援する担い手育成・地域連携事業の業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期分）
1,714,996

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費７月分の支出について
2,349,760

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
368,550

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
293,238

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
195,093

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
324

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
6,650

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
77,590

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
272,178

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
43,410

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
207,192

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度全国社会福祉主事資格認定通信課程にかかる受講料の支出について
137,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年度母子福祉貸付金（修学資金）の支出について（第2四半期分）
457,950

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
72,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
49,780

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,650

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用　市内出張交通費の支出について（６月分）
2,220

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
125,171

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
31,770

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
675,552

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年4～6月分）
1,580

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年4～6月分）
3,160

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年4～6月分）
1,120

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年4～6月分）
880

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年　6月分　地域生活支援事業用携帯電話使用料の支出について
3,636

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年4～6月分）
720

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年4～6月分）
1,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年７月　重度障害者医療助成にかかる償還払の支出について
951,276

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,960

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
961

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,969

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,592

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年4～6月分）
480

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年７月一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
997,719
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西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
19,440

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
161,540

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成26年8月分の支出について
22,600,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成26年8月分の支出について
12,500,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
99,625

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成26年8月分の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
27,167

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成26年8月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
119,345

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成26年8月分の支出について
1,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,700

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年4～6月分）
2,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年4～6月分）
1,440

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年７月こども医療助成にかかる償還払の支出について
506,260

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年７月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
94,973

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年4～6月分）
880

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
148,230

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
180,430

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
111,560

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,320

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
46,250

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
143,854

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
17,760

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,212

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,982

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,534

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
78,260

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
40,920

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,592

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,447

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,621

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,690

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,561

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
7,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
231,320

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららひめじま駅前保育園）（６月分）
1,061,950

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららみてじま保育園）（６月分）
411,610

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママゆりかごハウス）（６月分）
924,900

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費６月請求分の支出について
12,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
1,740

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年6月分）
27,084

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
16,883

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成26年度　社会福祉主事資格認定通信課程受講にかかる管外出張旅費の支出について
58,296
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西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成26年度　社会福祉主事資格認定通信課程受講にかかる管外出張旅費の支出について
50,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
7,280

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,004

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,772

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,108

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
961

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,750

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,795

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
275,990

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
100,903

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
961

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
15,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
480

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
6,850

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２６年６月分）
31,784

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
514,942

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
70,482

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
124,372

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
205,920

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
51,490

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
12,218

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
17,134

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
19,218

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
94,293

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
19,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等開始の審判請求に係る診断書作成料の支出について
4,200

西淀川区役所 保健課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
64,507

西淀川区役所 保健課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用消耗品の購入にかかる経費の支出について
9,659

西淀川区役所 保健課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分小口支払基金の繰入について
3,024

西淀川区役所 保健課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分小口支払基金の繰入について
8,926

西淀川区役所 保健課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年６月分小口支払基金の繰入について
14,378

西淀川区役所 保健課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２６年６月分小口支払基金の繰入について
1,080

西淀川区役所 保健課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 食育キャンペーン・イベント用印刷製本費の支出について
41,472

西淀川区役所 保健課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分小口支払基金の繰入について
2,554

西淀川区役所 保健課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種事業用　６月分従事医師報償金の支出について
49,780

西淀川区役所 保健課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年６月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
417,950

西淀川区役所 保健課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室従事助産師報償金の支出について
11,160

西淀川区役所 保健課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年６月分市内出張交通費の支出について
5,640

西淀川区役所 保健課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年６月分市内出張交通費の支出について
1,460

西淀川区役所 保健課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年６月分市内出張交通費の支出について
800

西淀川区役所 保健課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年６月分市内出張交通費の支出について
1,140

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　保健課コピー代金の支出について
13,831

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２６年６月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
2,646

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会事業用第１回参画医師報償金の支出について
11,360

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
92

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
328

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
6,929
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西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
26,992

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
2,706

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
31,404

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
3,360

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
164

西淀川区役所 保健課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
17,035

淀川区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 会議室用工場扇の買入経費の支出について
32,238

淀川区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（５月分）
1,246,307

淀川区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（5月分）
504,000

淀川区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（５月分）
1,480,847

淀川区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（６月分）
35,088

淀川区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（６月分）
1,169,259

淀川区役所 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用事務用品の買入経費の支出について
58,536

淀川区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
10,665

淀川区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
432

淀川区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入経費の支出について
3,888

淀川区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所旧庁舎管理にかかる電気代の支出について（５月分）
6,273

淀川区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所旧庁舎管理にかかる電気代（分館）の支出について（５月分）
383

淀川区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（６月分）
9,870

淀川区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託料の支出について（6月分）
124,748

淀川区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（6月分）
504,000

淀川区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市淀川区役所宿直員用寝具等借入経費の支出について（６月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（6月分）
1,362

淀川区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 外国人登録事務用料金後納郵便金の支出について（６月分）
7,251

淀川区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用料金後納郵便料金の支出について（６月分）
205,362

淀川区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所庁舎の機械警備にかかる経費の支出について（6月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用料金後納郵便料金の支出について（６月分）
6,642

淀川区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁者管理にかかる水道代の支出について(6月分）
2,218,936

淀川区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託料の支出について（6月分）
5,832

淀川区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（６月分）
28,976

淀川区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入について（６月分）
240,862

淀川区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用郵便料金の支出について（６月分）
873

淀川区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入について（６月分）
3,168

淀川区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用冊子の購入経費の支出について（第２回）
6,789

淀川区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分経費の支出について（6月分）
24,466

淀川区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬経費の支出について（6月分）
12,129

淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（７月分）
237,784

淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（６月分）
1,495,097

淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について（６月分）
20,156

淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（７月分）
762,940

淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（６月分）
1,541,946

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（５月分）の支出について
35,753

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入について
14,904

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について１－６
100,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 水泳出前講座の実施にかかる行事保険経費の支出について（７月実施分）
2,700

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＬＧＢＴ支援事業選定委員会にかかる報償金の支出について
37,760

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第２回）
5,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,551
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淀川区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
832

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
124,200

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生涯学習ルーム事業業務委託料の支出について（第５回）
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 淀川区小学生の読書活動支援事業事務用　パーソナルコンピューター等（淀川区役所）の買入にかかる経費の支出について
152,999

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 散水ノズル外８点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
42,984

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（３回目）
270,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員による放置自転車対策業務委託料（6月分）について
133,622

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 淀川区小学生の読書活動支援事業事務用　パーソナルコンピューター等（淀川区役所）の買入にかかる経費の支出について
426,546

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進会議参加者及び人権啓発推進員へのＬＧＢＴ研修会における講師謝礼金の支出について
28,940

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両にかかるフロントタイヤ交換経費の支出について
16,200

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
420

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
338

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
2,214

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
92

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
82

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
12,194

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
3,212

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
3,994

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
205

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
21,670

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
6,806

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
120

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
164

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
3,068

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年６月分の料金後納郵便料金の支出について
530

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（６月分）の支出について
41,662

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 チャック付きポリ袋外４点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
5,346

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（２６年５月分）
2,504,997

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第39回淀川区民まつり事業選定委員会にかかる報償金の支出について
14,580

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２６年７月請求分）
103,750

淀川区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業における地域防災リーダー装備品の買入経費の支出について
193,320

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２６年７月分支払資金（一般）の支出について
400,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２６年７月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年７月支給分療養費（一般）の支出について
287,032

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料の支出について（5月分）
3,946,292

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度７月支給分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
550,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度７月支給分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支給について
943,350

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年７月支給分療養費（一般）の支出について
364,682

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
244

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
3,011,301

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年７月支給分療養費（一般）の支出について
318,202

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年７月支給分療養費（退職）の支出について
33,010

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用コピー代の支出について（６月分）
11,617

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）（1回目）
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年６月分料金後納郵便料の支出について
396,071

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年６月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
81,168

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる事務用品の購入代金の支出について
31,799

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年６月分料金後納郵便料（受取人払）（保険）の支出について
99,295
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淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年６月分料金後納郵便料（保険）の支出について
2,613,575

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度７月支給分葬祭費の支出について
150,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度７月支給分国民健康保険法にかかる出産一時金の支出について
840,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２６年６月分コピー代金（保険）の支出について
13,922

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２６年６月分コピー代金（管理）の支出について
11,094

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住基システム用ドラムカートリッジの購入経費の支出について（淀川区役所窓口サービス課　住民登録・戸籍）
117,482

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）　７月分
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）　７月分
120,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
2,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
11,203

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
2,320

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
2,390

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 白衣等の洗濯手数料（平成２６年５月分）の支出について
6,139

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
55,439

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
250,418

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
69,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
42,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
48,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
392,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
39,310

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
19,330

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
83,230

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
346,030

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
165,784

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
64,050

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,320

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
7,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について
20,700

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支給について
2,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児施設給付費の支給について
20,700

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について
2,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支給について
8,256

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
292,797

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について
7,467

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,960

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
85,346

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,650

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
194,370

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,280

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業費の支出について
269,730

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
148,248

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
223,984

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
331,860

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
140,720
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
35,170

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 第２８回ペストロジー実習講座への受講にかかる同経費の支出について
55,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,198

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
902

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
257,712

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成26年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への参加にかかる出張旅費の支出について
46,740

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
295,617

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
11,444

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
43,760

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
176,736

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費６月分の支給について
35,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険プリンター用トナー購入経費の支出について
62,143

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
97,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
7,970

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
271,312

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
33,020

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
47,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
383,645

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,372

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
42,981

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
25,920

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,011

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
30,240

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
246,576

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
216,424

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,744

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,744

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
182,196

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
53,761

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
379,870

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
82,162

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
15,760

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
34,920

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
123,260

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
235,320

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,680

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
70,685

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
44,166

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
16,640

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
68,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
985,504

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
636,334

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
488,787

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
81,785

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
20,360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等ブックエンド他３点の購入並びに同経費の支出について
5,286
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
840

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業費の支出について
269,325

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ（総合福祉システム）のトナーカートリッジ購入経費の支出について
160,272

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,900

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
407,420

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
16,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,320

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ６月分）にかかる医師報償金の支出について
99,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（６月分）
31,190

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用等にかかる市内出張交通費（５月分）の口座不能分の支出について
210

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
3,110

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
4,264

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
39,224

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
2,306

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
20,622

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
238

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
6,382

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
2,280

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
23,580

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
42,313

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
90,292

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
20,780

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
23,638

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
3,608

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
4,622

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
16,144

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
297,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,550

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
66,863

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
20,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,396

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
73,610

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
194

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,520

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
56,594

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
12,942

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月・受取人払分）
1,329

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月・返信用封筒使用分）
194

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
2,190

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
502

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
10,829

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（６月分）
92

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
16,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等の報酬助成金の支出について
252,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（６月分）
13,576

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（６月分）
13,577

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（６月分）
36,626

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
167,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代の支出について（６月分）
15,294

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
1,616

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
328

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
1,868

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２６年７月分の生活保護費の支出について（住宅扶助追加分）
2,500,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
283,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
332,776

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
396,175

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
396,488

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
266,426

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
748

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
1,064

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
1,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
656

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
4,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
14,197

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
2,296

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
11,644

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
12,593

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
6,240

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
27,781

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
11,588

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（６月分）
616,750

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
26,862

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（６月分）
17,532

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（6月分）
14,863

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 公用車用カーナビゲーションの購入並びに同経費の支出について
23,274

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 要保護児童対策地域協議会委員用お茶代の支出について
3,732

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,558

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかる消耗品の購入経費の支出について（６月分）
2,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかる消耗品の購入経費の支出について（６月分）
3,708

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（6月分）
4,067

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉業務用お茶の購入経費の支出について
980

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度７月分重度障害者医療費助成の支給について
1,629,918

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
89,331

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
216,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
25,864

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
8,488

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
204,410
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
8,641

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
35,196

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
41,365

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度７月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
446,548

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
902

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用品購入経費の支出について
42,681

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当コピー料金６月分の支出について
51,342

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（６月分）
48,493

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
650,410

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
111,235

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
110,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
219,201

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２６年８月分の生活保護費の支出について
32,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２６年８月分の生活保護費の支出について
16,500,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成２６年８月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
7,452

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
41,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,454

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成２６年８月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,760

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,740

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,060

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２６年８月分の生活保護費の支出について
800,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかる消耗品の購入経費の支出について（６月分）
4,228

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度７月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
678,359

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費７月分の支給について
15,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成の支出について
157,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（７月分）にかかる支出について
3,126,720

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第２四半期分）の支出について
3,710,550

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉業務用お茶の購入経費の支出について
3,067

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
66,060

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
9,737

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料６月分の支出について
9,460

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料６月分の支出について
18,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費６月分の支給について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
959

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
61,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
228,430

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
60,738

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
43,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
89,680

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
168,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
178,322

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
14,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,140

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
117,414

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,264

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,664

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
215,314

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
7,042

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
153,701

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
20,645

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
29,574

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
6,710

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
7,326

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
4,580

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
3,760

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
2,710

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,481

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（第２四半期分：概算）
1,179,157

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者虐待防止業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,929

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
22,673

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
50,980

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,792

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
1,284

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
1,240

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
582,450

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（6月分）
1,121,950

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（6月分）
946,530

淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
1,105,050

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 発達障がいや不登校等の子どもサポーター養成事業にかかる経費の支出について（平成26年度4・5月分）
1,422,765

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入について（広報用レターパック買入分）
8,280

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用（受取人払）後納郵便料金（6月分）の支出について
1,863

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（６月分）
4,608

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度淀川区役所広報誌新聞折込広告業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
681,099

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（６月分）
108

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区広報誌企画編集及びアドバイス業務委託契約（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
293,760

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市淀川区役所広報誌印刷業務（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年7月号分）
726,321

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌点訳業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
34,830

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事業・広聴事業・広報事業用後納郵便料金（6月分）の支出について
35,128

淀川区役所 政策企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌配付業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
117,784

東淀川区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所産業廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（５月分）
77,740

東淀川区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年５月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
75,187

東淀川区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民モニター募集はがき印刷・発送代行業務委託経費の支出について
396,462

東淀川区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成26年４・５月分）
776,773

東淀川区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分電話料金（出張所センター）の支出について
85,974

東淀川区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成26年６月分②）
2,715

東淀川区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成26年６月分②）
19,800
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東淀川区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年５月分市内出張交通費の支出について（総務）
9,090

東淀川区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年５月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
44,950

東淀川区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度　第１回東淀川区区政会議（仮称）生活部会及び同（仮称）活力部会に係る議事テープ起こし及び議事録作成業務委託に係る経費の支出について
35,856

東淀川区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナーカートリッジ外７点の購入に係る経費の支出について
151,437

東淀川区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料の支出について（平成26年４月～６月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料の支出について（平成26年４月～６月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 産経新聞購読料の支出について（平成26年４月～６月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 毎日新聞・日本経済新聞購読料の支出について（平成26年４月～６月分）
25,638

東淀川区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（６月分）
279,990

東淀川区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年５月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課（広報））
704

東淀川区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（平成26年６月分）
9,438

東淀川区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（７月号分）
625,482

東淀川区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）にかかる支出について（７月号分）
223,560

東淀川区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成26年5月号～平成27年4月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（７月号分）
609,599

東淀川区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所産業廃棄物収集・運搬及び処分にかかる委託経費の支出について（６月分）
50,570

東淀川区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（平成26年６月分）
19,055

東淀川区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成26年６月分）
453,600

東淀川区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成26年６月利用分）
388,379

東淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年度６月分市内出張交通費の支出について（総務（総合企画））
2,926

東淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金（本区・出張所ひかりＩＰ回線）の支出について（平成26年６月分）
39,518

東淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
22,519

東淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成26年６月分）
6,998

東淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙配付業務委託（平成26年4月号～平成27年3月号）（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について（７月号分）
124,966

東淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（平成26年６月分）
3,240

東淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（平成26年６月分）
4,608

東淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
1,498

東淀川区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年６月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
8,192

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年7月分出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年7月分出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２６年７月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２６年７月支払資金の支出について
20,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年6月分出産育児一時金の支出について
607,970

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　ゴム印の購入経費の支出について
16,784

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　ゴム印の購入経費の支出について
4,848

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年6月分国民健康保険葬祭費の支出について
750,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年６月受付分）
2,311,049

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　コピー用紙（カラー紙）外２６点の購入経費の支出について
127,116

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）　ノック式ボールペン　外10点の購入経費の支出について
93,677

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成26年６月受付分）
1,059,310

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年６月受付分）
4,120

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年５月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
27,212

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年６月受付分）
760,255

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年６月受付分）
1,323

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年5月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課（住民情報））
2,200

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（管理）事務用郵便切手購入経費の支出について
196,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成26年5月分）の支出について
5,116,057

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成26年5月分）の支出について
304,106

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年7月分国民健康保険葬祭費の支出について
800,000
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年7月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
955,327

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２６年６月分）の支出について
133,659

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(６月分)
8,412

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２６年６月分）の支出について
246

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（６月分）
388

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(６月分)
6,820

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(６月分)
171,265

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(６月分)
2,953,191

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(６月分)
6,014

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年7月分　国民健康保険療養費の支出について
1,661,588

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年７月受付分）
484,538

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年７月受付分）
10,881

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(６月分)
50,473

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 街頭防犯カメラ電気料金の支出について（5月7日～6月3日）新庄小学校設置分
309

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 街頭防犯カメラ電気料金の支出について（5月7日～6月3日）阪急上新庄ビル設置分
309

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
22,902

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
205

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度防災力の向上事業にかかる防災ダックシール印刷経費の支出について
60,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール事業用自動車にかかる自賠責保険料と重量税印紙代の支出について
17,270

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託に係る経費の支出について（第２四半期分）
5,182,500

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール事業用自動車にかかる自賠責保険料と重量税印紙代の支出について
6,600

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 市民協働型自転車利用適正化事業にかかる児童絵画募集チラシ作成経費の支出について
14,904

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 街頭防犯カメラ電気料金の支出について（5月21日～6月17日）出張所分
309

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 街頭防犯カメラ電気料金の支出について（5月23日～6月19日）淡路本町商店街分
309

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策に係る業務委託経費（６月分）の支出について
344,520

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年５月分コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課（庶務）外３件）
27,871

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ６月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
9,456

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,442

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,400

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
7,941

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,300

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
82

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度６月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
8,784

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度６月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
735

東淀川区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度６月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
39,582

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分－２）
5,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分－２）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分－２）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分－２）
1,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
337,845

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
49,726

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
175,153

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外３保育所における特別消耗品事業資金７月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金７月分の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成26年５月分）
8,494

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬祭委託にかかる経費の支出について
162,589

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
1,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
102,928
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
57,268

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
14,213

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
143,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費等)にかかる経費の支出について
26,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
8,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料)にかかる経費の支出について
12,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
51,030

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
325,742

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
59,882

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
886,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
578,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法による重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
12,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法による重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
1,502,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越費用)にかかる経費の支出について
254,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
6,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
86,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
154,401

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
138,557

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２号）
241,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３号）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成26年５月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
32,652

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
290,344

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
46,545

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
12,004

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
386,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
23,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等就学費等）にかかる経費の支出について
44,915

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２６年６月分）
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用紙ラベル外17点の購入経費の支出について
42,776

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）窓口番号札用うちわ骨購入経費の支出について
8,618

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法による重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
899,039

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
293,090

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法による重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
128,270

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成26年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への出張にかかる経費の支出について
93,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,503,748

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
433,814

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度絵本読み聞かせ事業に係る委託料の支出について（第２四半期分）
1,417,616

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について
12,694

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
107,839

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
37,837

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
211,525

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（５月分）
213,434

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
195,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
50,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第８号）
269,924

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越代及び家財処分費)にかかる経費の支出について
326,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
15,000
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料)にかかる経費の支出について
15,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
95,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(非指定医療機関)にかかる経費の支出について
16,610

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
345,224

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
224,136

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
159,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
34,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
192,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
238,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用及び認定審査会事務用消耗品にかかる経費の支出について
8,208

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用及び認定審査会事務用消耗品にかかる経費の支出について
68,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
207,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用製本テープ外18点の購入経費の支出について
55,055

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品にかかる経費の支出について
52,936

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
344,905

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
236,730

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
222,528

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
20,406

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等就学費等）にかかる経費の支出について
66,967

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
226,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年４月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
10,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付に係る経費の支出について（保健）
19,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年４月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
27,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
8,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（５月分）②
252,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業及び精神保健事業用にかかる市内出張旅費の支出について（５月分）
14,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
38,110

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
16,588

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
110,186

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,557

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
385,342

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業及び精神保健事業用にかかる市内出張旅費の支出について（５月分）
3,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業及び精神保健事業用にかかる市内出張旅費の支出について（５月分）
5,890

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室（５月分）にかかる報償金の支出について
7,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分－３）
17,264

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分－３）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分－３）
1,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
225,822

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
67,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
9,956

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越費用)にかかる経費の支出について
104,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
233,140
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年７月分）
5,356

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年７月分）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
537,515

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
62,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
182,614

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
259,145

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
261,696

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年５月１９日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
159,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
135,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
90,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第２四半期の支出について
135,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
1,037,848

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
787,177

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
1,250,104

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
47,450

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第７号）
147,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成26年５月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
15,698

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
32,864

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
147,718

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
166,679

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
100,878

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度第１回コホート検討会参画医師報償金の支出について
11,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における給食費７月分の支出について
4,233,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年７月分－２）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 女性の平均寿命延伸作戦事業に係るアンケート用データベースの使用料の支出について
189,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
20,215

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
94,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
160,620

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
117,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料及び検査料)にかかる経費の支出について
15,410

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
38,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
760

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２６年４月申請分）
1,449,330

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
129,677

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
302,448

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
81,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
31,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成２６年４月申請分）
412,855

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第４号）
27,378

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第６号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分）の支出について
33,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
161,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成26年8月分扶助費の支出について
55,000,000
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
138,466

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
325,014

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成26年8月分扶助費の支出について
25,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成26年8月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
217,376

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
67,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
350,304

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
166,912

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
219,109

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成26年8月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成26年8月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
222,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
224,136

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
224,770

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
211,590

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（26年4月申請分）
399,284

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（26年4月申請分）
35,105

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
115,582

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具及び住宅改修）にかかる経費の支出について
42,417

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具及び住宅改修）にかかる経費の支出について
20,402

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
327,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
64,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
220,744

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
211,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
219,664

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「要援護者見守り活動事業に係るボランティアポイント管理等業務」委託契約に係る平成26年7月～9月分経費の支出について
869,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬祭委託にかかる経費の支出について
178,949

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
15,195

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越費用)にかかる経費の支出について
26,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
303,328

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２６年８月分扶助費の支出について（出張所）
5,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成２６年８月分扶助費の支出について（出張所）
3,200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２６年８月分扶助費の支出について（出張所）
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２６年８月分扶助費の支出について（出張所）
250,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２６年８月分扶助費の支出について（出張所）
400,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２６年７月分）
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
240,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
1,235

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
960

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
955

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
1,476

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
180

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
3,256

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分－２）
291

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成26年６月分）
5,869

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（６月分及び第１四半期補正額分）
872,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成26年６月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
7,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成26年６月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
1,646
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
9,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
6,996

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
61,761

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
382,645

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
8,850

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
4,138

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
410

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
9,819

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
5,698

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
969

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　郵便料金の支出について（生活支援）
1,173,145

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
242,816

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について
277,754

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について
86,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
752,174

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について
395,862

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
1,960,546

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
8,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
7,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
66,310

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
397,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
344

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
748

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
442

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年６月２４日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年６月１６日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年６月２３日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年６月１９日分）の支出について
6,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年７月３日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
492

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
61,183

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
246

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
8,796

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
2,214

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
3,581

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
23,863

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
328

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
6,468

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
21,759

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
57,661

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年６月分）
1,147,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年６月分）
1,112,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年６月分）
572,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年６月分）
1,016,090

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
4,506
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
2,256

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年６月分）
34,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
11,736

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年６月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
7,771

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年６月分
166,288

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年６月分
49,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師謝礼の支出について（平成26年７月11日実施分）
9,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
51,907

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
1,558

東成区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託経費の支出について
166,320

東成区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計調査（経済センサス）用市内出張交通費の支出について（５月分）
2,232

東成区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（６月分）
1,307

東成区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（６月分）
615

東成区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,523

東成区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁内電話機等機器増設作業経費の支出について
58,320

東成区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（６月分）
5,770

東成区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（６月分）
10,193

東成区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（６月分）
4,797

東成区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（６月分）
2,716

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（６月分）
12,156

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議用物品購入経費及び食糧費（44名分）の支出について
6,890

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 区政会議用物品購入経費及び食糧費（44名分）の支出について
18,144

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（５月分）
756,320

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（６月分）
97,791

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（６月分）
1,555

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（６月分）
1,971

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（６月分）
297,702

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（６月分）
26,071

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（６月分）
3,402

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
14,688

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン機器（東成区役所）一式長期借入（庁内端末４８台他）にかかる経費の支出について（６月分）
156,574

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入（庁内端末５台）にかかる経費の支出について（６月分）
6,554

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（６月分）
46,020

東成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（６月分）
12,269

東成区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（６月分）
348,883

東成区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（６月分）
35,597

東成区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（６月分）
32,045

東成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「ひがしなりマップ」作成事業の実施及び経費の支出について
123,012

東成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
7,975

東成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用及び統計用後納郵便料の支出について（６月分）
1,060

東成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（６月分）
21,084

東成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（６月分）
3,780

東成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課用及び統計用後納郵便料の支出について（６月分）
42,586

東成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年６月分）
1,210

東成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年６月分）
5,520

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年７月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２６年７月分）
420,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（７月分）資金前渡
100,000
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東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（７月分）一般
803,355

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年７月分）
950,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年７月分～平成２６年６月分）
1,725,166

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２６年４月分）
101,647

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２６年７月分の追加）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（６月分）
21,022

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（７月分）一般
171,601

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成26年６月分）
480

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（６月分）
757

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険06月分）
8,186

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（６月分）
12,434

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険06月分）
72,183

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理06月分）
5,116

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成26年６月分）
4,040

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：管理）用コピー料金の支出について（６月分）
1,655

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理06月分）
195,436

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理06月分　受取人払　口座ハガキ分）
3,298

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理06月分　受取人払　返信用封筒）
2,716

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険06月分）
1,220,059

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（６月分）
1,972

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険06月分）
46,912

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険06月分）
15,084

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス（住民情報）事務用出張交通費（６月分）の支出について
1,460

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
77,258

東成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
18,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度『「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業』にかかる業務委託料（第2四半期分）の支出について
5,440,228

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
10,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（6月分）
31,190

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用・平成26年7月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成26年7月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（家財処分）の支出について
154,656

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
29,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(６月分）の支出について
12,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(６月分）の支出について（３件分）
35,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
16,810

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
8,680

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
20,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
18,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区健康づくり講演会用チラシ・ポスター印刷経費の支出について
39,960

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
4,428

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
15,750

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
10,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
27,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
127,310

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会参加にかかる出張旅費の支出について
46,440

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(６月分）の支出について
20,600
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東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（２１名分）
151,514

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
53,804

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
90,881

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
4,066

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
13,508

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
17,480

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
216,780

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(６月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（２件分）
3,330

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
100,360

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
7,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
86,760

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４月・５月分＞の支出について
57,948

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(５件分)
18,960

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,128

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
35,560

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（２件分）
5,250

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（３件分）
26,784

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
33,155

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
109,358

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
19,744

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
99,180

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
69,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,128

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療費の支出について
890,150

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
8,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
6,177

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(６月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
16,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
11,232

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
211,350

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
137,156

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
237,807

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
10,060

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
16,200
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東成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について（２件分）
89,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
1,239,450

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（３２名分）
193,969

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
10,210

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（３件分）
17,604

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具）の支出について（６件分）
175,442

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
229,270

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
106,704

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
111,430

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
96,158

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（２件分）
41,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について
7,506

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
6,755

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
46,845

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
76,236

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
134,920

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２６年度結核予防技術者地区別講習会への職員の派遣にかかる出張旅費の支出について
4,840

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
170,130

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
79,570

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
8,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
68,040

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(７月分）の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(２件分)
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡）の支出について
18,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 健康づくり対策事業用機械器具購入経費の支出について
140,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
831,326

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用事務用品購入経費の支出について
23,815

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年期）情報発信用リーフレットの印刷経費の支出について
77,760

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
2,862

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
4,550
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東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
54,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について（２件分）
30,905

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
2,700

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
233,020

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
9,923

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
840

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成26年7月分）
1,292,740

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
4,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
7,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
41,772

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
193,350

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
14,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てネットワーク構築支援事業用「子育てサークル合同イベント」ポスター印刷経費の支出について
10,044

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
56,497

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について（５７名分）
372,584

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
10,929

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
1,854

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
28,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,520

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区発達障がい児支援事業従事者（発達障がいサポーター）への報償金の支出について（５月分）
135,720

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育てネットワーク構築支援事業（東成区子育てふれあいサークル）用講師謝礼の支出について（７月分）
4,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 子育てネットワーク構築支援事業用子育てサークル合同イベントにかかる普通傷害保険料の支出について
11,040

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
37,720

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
9,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（８月分）
26,042,960

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(７月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
125,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（８月分）
15,017,157

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（８月分）
357,930

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入負担金・住宅改修負担金の支出について
196,560

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
27,248

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（７月分）の支出について（２０名分）
83,587

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
19,230

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（８月分）
756,950

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について（第2四半期）
162,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
29,347

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
614

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
2,700

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
285,297

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
159,924



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
250

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
19,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
7,560

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
98,824

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
38,626

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
19,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
22,846

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
20,720

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
63,299

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,450

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
1,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
12,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課事業用物品購入（子育て関連事務用品等）にかかる経費の支出について
3,078

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（６月分）
48,884

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について（２件分）
7,395

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
34,900

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
43,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
54,402

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
4,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
28,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
17,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
6,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
1,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
600

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
2,640

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
1,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区健康づくり講演会用レジメ・アンケート印刷経費の支出について
17,820

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
656

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
97

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
328

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
5,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
900

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
574

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,886

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
23,070

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
500

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
3,494
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東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
464

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
360

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
780

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
228

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,938

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
18,667

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業（市営交通料金福祉措置）用後納郵便料金の支出について（６月分）
194

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
9,713

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
5,760

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について
18,900

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
9,114

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
335,394

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
596

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
118

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
19,802

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,148

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
8,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
4,756

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
820

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
2,633

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
1,380

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
2,766

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
3,444

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
7,828

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
2,390

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
3,614

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
246

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
13,404

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,896

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
2,880

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
81,287

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
16,081

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年４～６月分）
940

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
182

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
4,923

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（６月分）
840

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険・高齢者福祉）コピー料金の支出について（６月分）
22,695

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事業用コピー料金の支出について（６月分）
14,912

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事業用コピー料金の支出について（６月分）
16,009

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（平成２６年７月分）
612,192
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東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成事業用医療費の支出について（平成２６年７月分）
105,181

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（６月分）
3,870

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（６月分）
404,898

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（６月分）
47,253

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(７月分）の支出について
2,772

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
128,164

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
100,019

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
6,372

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
25,728

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（６月分）
49,780

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉事業用コピー料金の支出について（６月分）
11,282

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２６年７月分）
307,960

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（平成２６年７月分）
32,378

東成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（６月分）
393,060

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（５月分）の支出について
960

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（５月分）の支出について
480

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（５月分）の支出について
6,690

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区民センター設置防犯カメラ電気料金（５月分）の支出について
1,014

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市東成区自律的な地域を支援するための活動補助金の支出について（北中道地域活動協議会）
200,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 広告事業事務用品の購入にかかる経費の支出について
42,120

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東成区広報紙「ひがしなりだより」の配付業務委託　平成26年４月号～平成27年3月号（概算契約）にかかる経費支出について（６月号分）
54,675

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月）
2,080

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月）
656

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市東成区自律的な地域運営を支援するための活動補助金の交付について（宝栄地域活動協議会）
200,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
12,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成26年6月分）
5,864

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー装備品（上着ほか３点）買入にかかる経費の支出について
177,444

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度　大阪市青少年福祉委員活動交付金の支出について
100,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度東成区民センター管理運営委託経費の支出について（第二四半期分）
14,242,750

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権研修講演会にかかる講師謝礼の支出について
20,240

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 東成区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険加入経費（追加９名分）にかかる経費の支出について
5,400

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託　平成26年５月号～平成27年４月号にかかる経費の支出について（７月号分）
99,900

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（アルコールセンサー専用マウスピースほか１点）購入にかかる経費の支出について
13,899

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東成区広報紙「ひがしなりだより」新聞折込広告業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
199,235

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事務用コピー料金（６月分）の支出について
44,208

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務 平成26年6月号～平成27年4月号（概算契約）にかかる経費の支出について（６月分）
42,681

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市東成区における新たな地域コミュ二ティ支援事業業務委託経費の支出について（第二回目分）
3,933,230

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（６月分）の支出について
480

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（６月分）の支出について
480

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（６月分）の支出について
10,890

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（６月分）の支出について
2,320

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（７月号分）
193,514

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（６月分）の支出について
2,652

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（６月分）の支出について
2,788

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（６月分）の支出について
82
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東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（６月分）の支出について
9,780

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度　大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
276,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度　大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
92,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度　大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
92,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度　大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
430,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,000

生野区役所 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２６年度生野区役所簡易水道検査の実施経費の支出について
8,640

生野区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への生野区広報紙「広報いくの」配付業務委託（平成26年４月号～平成27年３月号）（概算契約）経費の支出について（平成26年6月号分）
78,622

生野区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業（長期継続）業務委託契約における委託料の支出について（平成26年５月分）
1,946,812

生野区役所 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務経費の支出について（４月分）
5,068

生野区役所 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務経費の支出について（５月分）
4,087

生野区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成26年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（６月分）
2,768

生野区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（6月総務課分）
1,458

生野区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 生野区役所3階共通倉庫1電気錠の破壊及び新規取付けの実施経費の支出について
16,200

生野区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（6月総務課分）
2,392

生野区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（４月分）
3,445

生野区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（6月総務課分）
11,440

生野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（４・５月分）
22,000

生野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生野区役所トイレ便器洗浄機等賃借業務経費の支出について（４月～６月分）
23,490

生野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（６月分）
5,162

生野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（６月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（６月分）
70,113

生野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（４・５月分）
1,280

生野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（４・５月分）
320

生野区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
67,743

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用シャープペンシル外６１点の購入経費の支出について
648

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用シャープペンシル外６１点の購入経費の支出について
29,160

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用シャープペンシル外６１点の購入経費の支出について
7,138

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用シャープペンシル外６１点の購入経費の支出について
1,382

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用シャープペンシル外６１点の購入経費の支出について
20,358

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用シャープペンシル外６１点の購入経費の支出について
31,968

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用シャープペンシル外６１点の購入経費の支出について
4,816

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用シャープペンシル外６１点の購入経費の支出について
84,183

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用シャープペンシル外６１点の購入経費の支出について
21,459

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 生野区広報紙「広報いくの」新聞折込広告業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）経費の支出について（平成26年7月号分）
307,819

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区広報紙「広報いくの」点字版製作業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）経費の支出について（平成２６年７月号）
34,020

生野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区広報紙「広報いくの」企画編集業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）経費の支出について（平成２６年７月号）
40,500

生野区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（６月分）
270,360

生野区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（６月分）
523,800

生野区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（５月分）
4,870

生野区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業（長期継続）業務委託契約にかかる委託料の支出について（平成26年６月分）
1,894,199

生野区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務経費の支出について（６月分）
5,616

生野区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用多機能電話機外２点の購入経費の支出について
114,805

生野区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用多機能電話機外２点の購入経費の支出について
16,588

生野区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用多機能電話機外２点の購入経費の支出について
11,059

生野区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生野区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）　概算印刷経費の支出について（平成２６年７月号）
255,420

生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（６月分）
87,166

生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分総務課郵便後納料の支出について
1,462
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生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分総務課郵便後納料の支出について
2,164

生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分総務課郵便後納料の支出について
4,346

生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話等使用料の支出について（６月分）
21,020

生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所にかかる通信料金の支払いについて（6月30日分）
17

生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所電話機等移設業務委託経費の支出について
32,400

生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課（経済センサス－基礎調査及び商業統計調査）事務用コピー料金の支出について（６月分）
2,486

生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課(統計担当）料金後納郵便料の支出について（６月分）
101,912

生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（６月分）
936

生野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（６月分）
5,904

生野区役所 市民協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（５月分）
15,210

生野区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生涯学習推進事業における生涯学習ルーム事業の実施経費の支出について
855,000

生野区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度青少年健全育成推進事業「小学校区教育協議会‐はぐくみネット」における実施経費の支出について
2,280,000

生野区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成２６年度学校体育施設開放事業実施経費の支出について
4,495,000

生野区役所 市民協働課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（４月分　口座不能分）
1,640

生野区役所 市民協働課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 区防災対策事務事業用衛星電話の購入経費の支出について
126,792

生野区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課６月分）
3,100

生野区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課６月分）
82

生野区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課６月分）
8,748

生野区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課６月分）
1,200

生野区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市生野区地域活動協議会補助金の支出について
1,560,200

生野区役所 市民協働課 平成26年07月15日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 「平成26年度　生野区における福祉有償運送セミナー」（第2回）にかかる講師謝礼の支出について
12,400

生野区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（６月分）
16,641

生野区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（６月分）
33,690

生野区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（６月分）
56,150

生野区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 生野区次世代育成「ものづくり教室」の実施経費の支出について
200,000

生野区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域安全コミュニティづくり事業青色防犯パトロール車両の自動車損害賠償保障法に規定する責任保険の契約締結にかかる経費の支出について
26,370

生野区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 地域安全コミュニティづくり事業青色防犯パトロール車両（電気自動車）の車検に伴う重量税の支出について
2,500

生野区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 市民協働型自転車利用適正化事業「Do！プラン」用啓発エフの作成経費の支出について
54,000

生野区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（６月分）
10,088

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（６月分）
32,800

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（６月分）
2,788

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（６月分）
7,568

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（６月分）
140

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（６月分）
246

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（６月分）
5,494

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（６月分）
1,968

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（６月分）
714

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（６月分）
82

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（６月分）
4,756

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（６月分）
108

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（JR桃谷駅・近鉄鶴橋駅周辺）の経費の支出について（6月分）
231,000

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅周辺）経費の支出について（6月分）
35,520

生野区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（６月分）
3,506

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２６年７月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　平成２６年７月１日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　平成２６年７月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　平成２６年７月１日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費負担金（7月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金（7月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（５月分）
3,248,598
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生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　平成２６年７月１５日支払分
653,771

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・退職）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年７月１５日支払分
24,312

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２６年５月分）の支出について
480

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２６年５月分）の支出について
1,750

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２６年５月分）の支出について
5,330

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・７月分）
1,095,013

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支給について（受付番号　41～62　22件）
1,100,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支給について（受付番号　13～17 5件）
1,348,970

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（退職・７月分）
31,843

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（６月分）
25,559

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
128,936

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
11,146

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
246

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（６月分）
15,323

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
245,654

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（６月分）
9,371

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,786,883

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
50,084

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
73,958

生野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：保険）後納郵便料金の支出について（６月分）
5,587

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（５月分）
338,272

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（５月分）
381,079

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 特別保育平成26年度第2四半期分　公立保育所消耗品費事業資金の支出について（７月分）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 通常保育平成26年度第2四半期分　公立保育所消耗品費事業資金の支出について（7月分）
90,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,156

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
32,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
82,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
3,780

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
28,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
21,129

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
32,981

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
22,350

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
4,390

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,589

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
21,287

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
99,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（５月分）
368,988

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
215,380

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,301

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
15,762

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
53,568

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
85,320

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
13,053

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
185,760

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,622
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生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
177,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
310,181

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
33,460

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産扶助費の支出について
10,950

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,292

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
264,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 保健福祉課（生活支援担当）庁内情報端末（ＡＦＧＷ１６６Ｃ）の修理経費の支出について
64,108

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費７月分の支出について（７月７日振込分）
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
226,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
240,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成26年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会の参加に係る管外出張旅費の支出について
46,440

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
70,450

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（５月分）
14,776

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
55,439

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
33,234

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（食事療養費）の支出について
14,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（長期入院患者特別料金分）の支出について
67,740

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
302,398

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
218,290

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,055

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
41,364

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
40,284

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,153

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,985

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
388,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
13,068

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,501

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
19,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
27,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
190,188

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
672,564

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
16,768

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
78,589

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
43,826

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
752,003

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
291,623

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
26,300

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
46,453

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
273,801

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
76,565

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
90,022

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
381,701

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（５月分）
262,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,400
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生野区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
42,974

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
9,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
44,592

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
434,815

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,592

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
44,180

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
362,316

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業に係る家族教室事業講師謝礼の支出について（5月分）
9,520

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費４～６月分の支出について
8,590

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
324

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
4,363

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
926

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
7,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
205,780

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費４～６月分の支出について
1,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種報償金の支出について（６月分）
74,670

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度６月分・乳幼児検診等報償金の支払いについて
399,360

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度６月分・乳幼児検診等報償金の支払いについて
11,160

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
2,488

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
3,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉課小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
3,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
32,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
600

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
4,870

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
44,970

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
61,730

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,611

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,736

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
29,700

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
64,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,881

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
347,529

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（非指定医療機関診療費）の支出について
5,040

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
183,096

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
3,228

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
37,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
37,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
38,450

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,368

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
42,120

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
40,040

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財保管料の支出について
7,560

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
16,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
219,700
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生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
249,940

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
298,390

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
178,424

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（６月分）
14,656

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
59,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
74,420

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
31,820

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「発達に課題のあるこどもへの支援の充実」事業にかかるジョイントマットの購入経費の支出について
307,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
112,555

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
572,658

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,217

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる８月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
55,700,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる８月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
27,500,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる８月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
750,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
53,684

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる８月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
9,140

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる８月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
450,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（７月分）
1,578,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金（第2四半期）の支出について
1,074,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（６月分）
60,977

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
31,900

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,300

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
580

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
43,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
97,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（６月分）
333,511

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（６月分）
1,615,035

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
344,642

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
7,310

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（７月分）
2,102,521

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（７月分）
586

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（７月分）
391,124

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
12,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
5,580

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
23,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,064

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（７月分）
261,759

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（７月分）
81,201

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
3,772

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
140

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（6月分）
78,291

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金（受取人払い）の支出について（6月分）
1,455
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生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（6月分）
38,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
492

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,121,497

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
129,155

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
13,862

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
64,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
40,622

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
84,511

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
45,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
13,770

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
373,254

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
1,620

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度　第１回コホート検討会報償金の支払いについて
14,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
1,424

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
287

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
328

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
902

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
1,452

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
11,186

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
1,968

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
4,580

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（26年6月分）
25,896

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（6月分）
16,017

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（6月分）
44,404

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
488,300

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（6月分）
29,190

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（６月分）の支出について
17,557

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（６月分）
21,831

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年６月分）の支出について
178,653

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（６月分）
5,458

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年６月分）の支出について
27,786

生野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年６月分）の支出について
622

旭区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 おさらい教室で使用する消耗品の購入にかかる経費の支出について
25,660

旭区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 おさらい教室で使用する教材の購入にかかる経費の支出について
11,640

旭区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２６年５月分）にかかる支出について
18,104

旭区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（にぎわい創出　平成２６年５月分）の支出について
2,180

旭区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（市民協働　平成２６年４月～平成２６年５月分）
6,690

旭区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用マスコットキャラクターコーナー用物品の購入経費の支出について
182,355

旭区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 おさらい教室で使用する教材の購入にかかる経費の支出について
297,771

旭区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（平成２６年５月分）
2,818

旭区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２６年５月分）にかかる支出について
600

旭区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２６年５月分）にかかる支出について
1,240

旭区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用物品購入にかかる支出について
137,700

旭区役所 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２６年７月号）
144,000

旭区役所 総務課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダーの育成用、装備品購入経費の支出について
171,115
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旭区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,939

旭区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
1,900

旭区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
606

旭区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
3,000

旭区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
1,640

旭区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
4,700

旭区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
492

旭区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 おさらい教室で使用する教材購入経費の支出について
27,216

旭区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２６年６月分）
4,968

旭区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２６年６月分）
19,585

旭区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 災害対策住宅用火災保険料の支出について
20,890

旭区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダーの育成用、装備品収納袋購入経費の支出について
8,424

旭区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成26年5月分）
60,000

旭区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（６月分）
161,460

旭区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備委託業務にかかる支出について（平成２６年６月分）
36,720

旭区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（旭区役所）長期借入にかかる支出について（平成２６年６月分）
82,177

旭区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２６年６月分事務費）
622

旭区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２６年６月分常時啓発費）
10,824

旭区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２６年７月号）
235,965

旭区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館　清掃業務委託について（平成２６年６月分）
328,320

旭区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成２６年６月分）
249,202

旭区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２６年７月号）
218,743

旭区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（追加加入分）
7,800

旭区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダーの育成用、防災リーダー装備品購入経費の支出について
65,944

旭区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２６年７月号）
43,699

旭区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（６月分）
814

旭区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（６月分）
1,944

旭区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（６月分）
2,574

旭区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年７月分（６月３０日使用分）証明書発行システム通信料の支出について
17

旭区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（６月分）
17,256

旭区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（６月分）
10,374

旭区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市旭区区政会議会議録作成業務にかかる経費の支出について（第１回３部会分）
43,200

旭区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（６月分）
41,460

旭区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旭区災害対策職員住宅に係る賃料の支出について（平成２６年８月分）
85,200

旭区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年７月分（６月使用分）専用回線電話代の支出について
37,550

旭区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成26年4月～6月分）
64,000

旭区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について(5月分）
54,054

旭区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当コピー代の支出について（５月分）
5,443

旭区役所 市民協働課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり事業にかかるジョウロ・花の種等の購入費の支出について
99,943

旭区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当事務用物品デジタルカメラ等の購入にかかる支出について
18,100

旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,451

旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業にかかる消耗品購入経費の支出について
58,860

旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業にかかる消耗品購入経費の支出について
84,240

旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,800

旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
164

旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,820

旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,412

旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
832
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旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
160

旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,200

旭区役所 市民協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,400

旭区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 音楽の祭日に係るポスター、チラシの作成費の支出について
43,200

旭区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度　大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
1,550,000

旭区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクトにかかる消耗品購入経費の支出について
83,154

旭区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（６月分）
8,058

旭区役所 市民協働課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（６月分）
9,512

旭区役所 市民協働課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（６月分）
2,706

旭区役所 市民協働課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（６月分）
1,230

旭区役所 市民協働課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（６月分）
492

旭区役所 市民協働課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　後納郵便料金の支出について
2,788

旭区役所 市民協働課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（６月分）
1,004

旭区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成26年6月分）
35,000

旭区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業委託経費の支出について（高殿校下地域活動協議会）
1,020,708

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分　葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年7月分　出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（７月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（７月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
366,125

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年６月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
650,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課住民登録、戸籍、税証明　コピー代の支出について(5月分）
18,936

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（５月分）の支出について
1,500

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（５月分）の支出について
6,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（５月分）の支出について
4,989

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
360,381

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
1,981

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費　平成２６年６月分の支出について
1,290

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
86,880

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について
7,241

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について
92,403

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について
1,444,406

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について
39,827

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（６月分）の支出について
49,369

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
650,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
55,970

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分住民情報業務後納郵送料の支出について
80,884

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（６月分）の支出について
420

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（６月分）の支出について
300

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（６月分）の支出について
1,140

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（７月執行分）
609,197

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険事業用高額療養費の支出について
76,050

旭区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（７月執行分）
50,836

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
307,454

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）７月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）７月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 第6回子育てわいわい広場開催にかかる保険料の支出について
15,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度６月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,780
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旭区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年4･5月分　乳幼児健康診査等医師等報償金の支出について
636,780

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月03日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について
260,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　特別旅費 認知症予防ファシリテーター研修参加にかかる出張旅費の支出について
92,720

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（５月分）
17,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（４，５月分）
1,760,630

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（５月分）
4,682

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（５月分）
8,776

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（５月分）
3,078

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
139,226

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
45,378

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
49,640

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
45,580

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　建物賃貸借経費(あさひあったかきち推進支援事業)の6月分支出について
75,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
74,540

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
137,460

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
13,466

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
94,496

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
78,840

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
282,040

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助の支出について
42,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
393,373

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
10,820

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
59,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
212,810

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４・５月分の支出について
3,550

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４・５月分の支出について
560

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４・５月分の支出について
740

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 ノーバディーズ・パーフェクト事業ファシリテーターの認定料の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４・５月分の支出について
5,386

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４・５月分の支出について
1,260

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４・５月分の支出について
240

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
159,233

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
205,343

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４・５月分の支出について
660

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４・５月分の支出について
480

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４・５月分の支出について
880

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４・５月分の支出について
450

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
360,492

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あさひ学び舎事業用　あさひ学び舎事業公募型企画プロポーザル実施にかかる選定委員報酬の支出について
65,475

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
381,519

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
55,439

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
17,187

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
49,895
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旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
5,669

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
167,615

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
57,556

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
102,900

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
357,516

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
45,850

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
397,435

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
19,950

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
22,364

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
19,950

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
148,390

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
106,920

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
43,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健衛生）コピー代の支出について（５月分）
12,295

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健衛生）コピー代の支出について（５月分館分）
1,069

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（５月分）
47,335

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年６月分　小口支払基金繰入金の支出について
7,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
80,486

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
55,439

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
99,676

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
129,700

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
353,665

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
209,670

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分　小口支払基金繰入金の支出について
2,914

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年度市立保育所賄材料費（７月分）の支出について
2,070,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（５月分）
10,060

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について（第２四半期分）
162,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金（第２四半期）の支出について
1,536,798

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育てわいわい広場実施にかかる消耗品費の支出について
14,115

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第6回子育てわいわい広場開催事業用ポスター・チラシ印刷の支出について
35,532

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２６年５月分　保健福祉センター事業用白衣等の洗濯にかかる支出について
2,104

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
73,549

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
307,732

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
16,997

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
4,520

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２６年６月分後納郵便料金の支出について
134,082

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 旭区保健福祉センター保健福祉課（地域福祉）事業用お茶（紙パック）の購入にかかる支出について（平成２６年６月分）１１名分
428

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 旭区保健福祉センター保健福祉課（地域福祉）事業用お茶（紙パック）の購入にかかる支出について（平成２６年６月分）１１名分
356

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
15,080

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
190,158

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
49,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
291,051

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
33,340

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（平成２６年６月分）
68,160

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,030

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
246

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
82
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旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
10,546

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
20,460

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
574

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
500

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,476

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,206

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,214

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,858

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,742

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
888

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
970

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
6,658

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（８月分）
20,800,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（８月分）
10,700,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（８月分）
400,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（８月分）
70,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費の支出について（８月分）
1,080

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（８月分）
500,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,036

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
866

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
11,736

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
17,642

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,408

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,340

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
902

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,570

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
24,398

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　高齢者住宅改修費給付金の支出について
180,646

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　高齢者住宅改修費給付金の支出について
270,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
398,300

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
95,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
380,003

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
217,300

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 「ノーバディーズ・パーフェクト事業」にかかるファシリテータ養成講座受講料の支出について
70,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
392,845

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（６月分）
1,029,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（６月分）
690,700

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年６月分の支払いについて
1,268

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
934

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業にかかる有償ボランティア保険加入における支出について
29,340

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年６月分の支払いについて
738

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
1,571,001

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
71,735

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
10,637

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
21,847

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
74,738

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
135,191
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旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年６月分の支払いについて
410

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年６月分の支払いについて
517,010

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年６月分の支払いについて
85,328

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
352,150

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
1,620

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
968

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
492

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
2,952

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
738

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
18,767

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
738

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
4,731

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
574

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
254,135

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
11,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年５月分　後納郵便料金の支出について
12,484

旭区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年６月分の支払いについて
738

城東区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 EXTRA for Windows 6（城東区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成２６年５月分）
1,214

城東区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費（平成２６年５月分及び４月分（その２））の支出について
14,170

城東区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 学校体育施設開放事業にかかる体育館用ワックスの購入及び同経費の支出について（上半期２）
94,500

城東区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報担当市内出張旅費（平成２６年５月分）の支出について
2,460

城東区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般事務用　庁内情報端末の液晶パネルの修理(１台)にかかる支出について
83,808

城東区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳業務委託における同経費の支出について（平成２６年５月分）
21,168

城東区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験（平成２６年５月４日）の試験官派遣にかかる交通費の支給について
1,000

城東区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用　保健福祉課（生活支援）市内出張旅費（平成２６年５月分）の支出について
600

城東区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナーカートリッジ　外１点の買入にかかる支出について
144,720

城東区役所 総務課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払いについて(平成26年5月分)
5,400

城東区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理経費　事務用イス 他１点の購入にかかる経費支出について
67,284

城東区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（６月分）の支出について
39,799

城東区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（６月分）の支出について
20,456

城東区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用　保健福祉課（生活支援）市内出張旅費の口座不能にかかる再支出について（平成２６年４月分）
560

城東区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設電気使用料の支出について（平成26年6月分）
180,293

城東区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 支出命令情報第967号の口座振替不能による再支出について（発達障がいサポート事業サポーター謝礼　平成26年5月 2人分）
12,787

城東区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度  城東区広報紙「ふれあい城東」企画・編集業務(平成26年7月号)にかかる経費支出について
151,200

城東区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　区役所庁舎から排出する産業廃棄物の処分経費の支出について(平成26年4月分)
6,156

城東区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　区役所庁舎から排出する産業廃棄物の処分経費の支出について(平成26年5月分)
4,471

城東区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（平成２６年６月分）
20,356

城東区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 国民年金事務用角印の調製に伴う同経費の支出について
9,849

城東区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　城東区役所庁舎３Ｆ会議室の壁面及び床面改修工事 他２件の工事請負契約にかかる経費の支出について
468,396

城東区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 EXTRA for Windows6 （城東区役所）一式長期借入（平成26年6月分）の支出について
1,214

城東区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる同経費支出について（平成２６年６月分）
171,149

城東区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について(平成26年6月分)
131,775

城東区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 城東区広報紙「ふれあい城東」概算印刷にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
313,740

城東区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設ガス使用料の支出について（平成26年6月分）
1,334

城東区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成26年6月分）
858

城東区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(平成２６年６月分)の支出について（経済センサス統計調査分含む）
6,952



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

城東区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区災害対策用職員住宅の什器の撤去・搬出に伴う同経費の支出について
10,800

城東区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
21,168

城東区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(平成２６年６月分)の支出について（経済センサス統計調査分含む）
78,450

城東区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（６月分）の支出について
1,856

城東区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（６月分）の支出について
10,906

城東区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策住宅用職員住宅（城東区長）の賃貸借契約に伴う経費支出について（平成２６年６月～８月分）
354,000

城東区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成26年6月分）
32,792

城東区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話窓口事業にかかる通信費（平成２６年６月分）の支出について
7,586

城東区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度 城東区広報紙「ふれあい城東」7月号新聞折込広告業務委託にかかる経費の支出について（概算契約）
426,308

城東区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への城東区広報紙「ふれあい城東７月号」配付業務委託にかかる支出について
165,898

城東区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター仮施設・老人福祉センター水道使用料の支出について（６月分）
6,732

城東区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 生涯学習ルーム事業　講師謝礼の支出について（平成26年6月分）
103,000

城東区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 飯山市制施行６０周年記念式典への出席に係る旅費の支出について
96,400

城東区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 城東区区政会議　第２回本会及び部会（７月）用　飲料代の支出について
13,132

城東区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所庁舎及び城東区保健福祉センター分館庁舎清掃業務委託に伴う同経費支払いについて（平成26年6月分）
285,882

城東区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（榎並小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（成育小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（諏訪小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴコミュニケーションズ　電話通信料（６月３０日分）の支出について
35

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料など（６月利用分）の支出について
21,084

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（すみれ小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（鯰江小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（城東小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（鯰江東小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（聖賢小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（関目小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（東中浜小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（森之宮小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センター仮施設の警備委託業務に伴う同経費支出について(平成26年6月分)
14,580

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（今福小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業にかかる経費支出について（関目東小）
99,000

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具の賃貸借に伴う同経費支出について(平成26年6月分)
9,504

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館仮庁舎　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入に伴う同経費の支出について(平成26年6月分)
14,040

城東区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用　逓送用ロッカーの購入に伴う経費支出について
108,000

城東区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 発達障がいサポート事業サポーター謝礼の支払いについて（平成26年6月分）
115,614

城東区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報担当市内出張旅費（平成２６年６月分）の支出について
9,010

城東区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用アルコール検知器の購入に伴う同経費の支出について
10,000

城東区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設電気使用料の支出について（平成26年7月分）
191,508

城東区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所駐輪整理業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
142,065

城東区役所 市民協働課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 城東区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険加入申し込みに伴う保険料の支出について
134,400

城東区役所 市民協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「花と緑のまちづくり推進事業」種播き培土外３点の購入にかかる経費の支出について
51,246

城東区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アイラブ城北川プロジェクト支援事業用物品（七夕用笹竹）の購入にかかる同経費の支出について
103,680

城東区役所 市民協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アイラブ城北川プロジェクト支援事業用物品（徳用おりがみ、外２点）の購入にかかる支出について
8,056

城東区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（６月分）
1,347

城東区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年「ゆめ・創造」事業用　青少年健全育成啓発標語入りうちわ購入にかかる経費の支出について
141,696

城東区役所 市民協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度城東区コミュニティ育成事業委託料の支出について（全２回中第１回）
7,302,110

城東区役所 市民協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アイラブ城北川プロジェクト支援事業用物品（筆記具・梱包材）の購入にかかる支出について
3,672

城東区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課市民活動支援担当一般事務用後納郵便利用料（平成26年6月分）の支出について
506
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城東区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（７月請求分）
9,502

城東区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立城東区民ホール施設管理業務代行料の支出について（第１四半期４月～６月）
6,457,884

城東区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「地域防犯対策事業」青色防犯パトロール用車両の車検にかかる自賠責保険料及び重量税の支出について
26,370

城東区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 「地域防犯対策事業」青色防犯パトロール用車両の車検にかかる自賠責保険料及び重量税の支出について
2,500

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成26年7月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成26年7月分)
1,400,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（７月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（７月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所窓口サービス課住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（平成26年5月分）
2,134,683

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般）の支出について
2,012,314

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（退職）の支出について
24,231

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用高額療養費の支出について（資金前渡による現金払い用）
110,471

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用リボンカセット他６点の購入にかかる同経費の支出について
36,774

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用スタンプ印外１２点の購入にかかる支出について
25,309

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）使用にかかるコピー代金（26.6月分）の支出について
17,485

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（26.6月分）の支出について
31,586

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務等にかかる後納郵便料（26.6月分）の支出について
2,538

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（26.6月分）の支出について
47,860

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（26.6月分）の支出について
44,852

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）平成２６年６月分コピー代の支出について
6,913

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
6,377

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（26.6月分）の支出について
246

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）平成２６年６月分コピー代の支出について
24,195

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
195,787

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
2,555,279

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（７月３１日支払い分）
1,862,991

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について（７月３１日支払予定）
1,150,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用高額療養費の支出について（平成２６年７月３１日支払分）
10,455

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について（７月３１日支払予定）
443,840

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（退職）（７月３１日支払い分）
35,900

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）平成２６年６月分コピー代の支出について
3,457

城東区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
127,849

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所にかかる消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について（平成２６年７月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所にかかる消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について（平成２６年７月分）
120,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料）の支出について
41,840

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年６月支給決定分の支出について
199,720

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
145,200

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
577,976

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
618,839

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
141,446

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
765,502

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
43,434

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
6,231

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
45,857

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
9,154

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２６年７月支給決定分の支出について
396,572

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者用補装具費の支出について（代理受領方式）
836,079

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
1,163,436
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城東区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
487,857

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年７月支給決定分の支出について
85,431

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№2）
270,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№3）
269,925

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（4・5月オムツ代）の支出について
2,246

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について（平成26年4・5月分）
396,428

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費等）の支出について
20,612

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月2日～23日分）
6,743

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月2日～23日分）
11,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月2日～23日分）
2,160

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月2日～23日分）
8,900

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「ソーシャルインクルージョン推進事業～地域全体で考え支えあう地域福祉システムの構築～」業務委託契約にかかる事業委託料の支出について（１回目）
11,340,472

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月2日～23日分）
21

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月2日～23日分）
3,572

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月2日～23日分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
94,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
31,760

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月2日～23日分）
4,100

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月2日～23日分）
1,061

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月2日～23日分）
2,988

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支払いについて（代理受領方式）
277,430

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
99,515

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成26年5月分)
19,740

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費(平成26年4月分)の支出について
16,232

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
1,086,519

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
108,009

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料の支出について
5,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
337,086

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料）の支出について
5,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料）の支出について
43,900

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料）の支出について
3,240

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具）の支出について
152,683

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代）の支出について
328,461

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
360,212

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費等）の支出について
5,348

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
222,721

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（平成２６年６月分）
99,560

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年６月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
37,490

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等事業にかかる医師等への報償金の支出について（平成２６年６月分）
642,270

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
114,973

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年７月分保育所賄材料費の支出について
3,622,900

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい者相談支援事業に係る相談員派遣報償金の支出について（６月分）
28,380

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月24日～30日分）
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
570,122

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月24日～30日分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
342,897

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月24日～30日分）
4,100
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城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金：7～9月分）の支出について
1,242,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月24日～30日分）
1,020

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月24日～30日分）
2,846

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月24日～30日分）
3,880

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年6月24日～30日分）
3,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の経費支出について(平成26年6月分)
86,408

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の経費支出について(平成26年6月分)
681,639

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
80,941

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料）の支出について
30,080

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金（２６年６月分）の支出について
11,360

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（平成２６年７月支給決定分）
295,780

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費の支出について（平成２６年７月支給決定分）
439,747

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
128,556

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,541,658

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２６年７月支給決定分）
1,016,559

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
349,956

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代）の支出について
156,194

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
356,508

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費の支出について（平成２６年７月支給決定分）
9,611

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成　平成２６年７月支給決定分の支出について
111,080

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
342,464

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成26年８月分）
34,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成26年８月分）
15,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
308,415

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成26年８月分）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
279,169

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代）の支出について
357,965

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成26年８月分）
200,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成26年８月分）
700,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金(平成２６年６月分)の支出について
61,203

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料の支出について
3,240

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
20,394

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
22,740

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成26年6月分）
6,491

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー代（平成２６年６月分）の支出について
16,555

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健活動）事務用コピー代（平成２６年６月分）の支出について
13,616

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成26年6月分）
2,589

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成26年6月分）
6,417

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成26年6月分）
5,730

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
2,460

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
7,545

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
760

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
22,094

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
6,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
10,000
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城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２６年７月支給決定分の支出について
14,742

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成26年6月分）
3,430

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
28,897

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
26,428

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
4,537

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年７月支給決定分の支出について
54,433

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
1,250

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
193,085

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
233,200

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料）の支出について
57,240

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
410

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
820

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
2,062

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
246

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
164

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
6,765

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
25,500

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成26年6月分）
970

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
820

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
9,612

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
15,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成26年6月分）
12,100

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
25,837

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
656

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
43,083

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費支給決定分の支出について（平成２６年７月）
18,723

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成26年6月分）
7,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
13,667

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
4,300

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２６年７月支給決定分の支出について
17,421

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年６月分　乳幼児健康診査等事業報償金の口座不能分再支出について
48,256

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（６月分）の支出について
40,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
5,857

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
4,720

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
197,720

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険関係事務用にかかるコピー代（６月分）の支出について
13,992

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成26年6月分）
3,694

城東区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年6月分）
328

鶴見区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月号分）
429,154

鶴見区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用アルコールチェッカー購入にかかる経費の支出について
24,624

鶴見区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,008

鶴見区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,135

鶴見区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
703

鶴見区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
300

鶴見区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市ホームページ運用管理システムに係る効果的な情報発信のための操作研修業務委託料の支出について
412,560

鶴見区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外３課　４月分）
19,430

鶴見区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民アンケート事業用粗品（３段カードホルダー）購入経費の支出について
314,280

鶴見区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用トナーカートリッジ購入にかかる経費の支出について
292,680
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鶴見区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（７月号分）
262,440

鶴見区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７月号分）
65,661

鶴見区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（６月分）
7,290

鶴見区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所自転車案内及び車両誘導業務にかかる経費の支出について（６月分）
162,000

鶴見区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（６月分）
353,700

鶴見区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
217,229

鶴見区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入経費の支出について（６月分）
9,504

鶴見区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内パソコン等一式長期借入経費の支出について（６月分）
15,012

鶴見区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（６月分）及び平成26年経済センサス基礎調査及び平成26年商業統計調査の統計用郵便料金（６月分）の支出について
233,282

鶴見区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（６月分）の支出について
1,364

鶴見区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（６月分）及び平成26年経済センサス基礎調査及び平成26年商業統計調査の統計用郵便料金（６月分）の支出について
29,914

鶴見区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課　外２課　５月分）
18,010

鶴見区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用コピー代金（６月分）の支出について
5,179

鶴見区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー使用にかかる経費の支出について（６月分）
75,807

鶴見区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）概算印刷の支出について（７月号分）
454,485

鶴見区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用携帯電話使用料（６月分）の支出について
2,160

鶴見区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用鶴見区役所電話移設及びデータ変更工事について（その３）
59,400

鶴見区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用窓口案内員派遣業務委託経費の支出について（６月分）
163,327

鶴見区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処分業務委託経費の支出について（６月分）
7,843

鶴見区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市鶴見区バス運行業務委託にかかる経費の支出について（６月分：３／１２回目）
572,400

鶴見区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用庁内回線電話使用料の支出について（７月分）
21,020

鶴見区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用（総務事務用）後納郵便料の支出について（６月分）
16,494

鶴見区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料の支出について（７月分）
3,780

鶴見区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年経済センサス基礎調査用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,640

鶴見区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（６月分）
222

鶴見区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（６月分）
6,478

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（４・５月分）にかかる報償金の支出について
20,900

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について
199,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成26年５月分）
5,985

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度青少年健全育成鶴見区民大会にかかる色上質紙購入費の支出について
15,228

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業における大型扇風機購入の支出について
84,240

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業におけるマサ土購入の支出について
17,280

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業における消耗品（プリンターインク３色セット外５点）購入の支出について
7,214

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業における消耗品（石灰外８点）購入の支出について
133,164

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業（区職員による安全対策業務）にかかる消耗品の購入及び同経費の支出について
30,105

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業におけるモップ替糸の購入の支出について
39,650

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度青少年健全育成鶴見区民大会にかかる舞台・照明・音響業務にかかる経費の支出について
69,120

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度青少年健全育成鶴見区民大会にかかる手話通訳料の支出について
13,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる校外活動費の支出について
2,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業におけるスポーツ物品（モップ替え糸外３点）購入の支出について
26,784

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成26年６月30日分）
677

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 防災事業用防災服等クリーニング費の支出について
19,400

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成26年6月分）
13,882

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成26年６月分）
15,157

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立鶴見区民センター管理運営業務にかかる委託料の支払いについて（第１四半期分）
15,897,972

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度人権啓発推進事業の業者選定にかかるプロポーザルにおける選定委員報酬の支出について
55,320

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（６月分）にかかる報償金の支出について
20,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（こども・教育担当）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
184
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鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課事務用(人権・生涯学習)郵便料の支出について(6月分)
16,174

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成26年６月分）
328

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成26年７月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
600,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成26年７月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
937,890

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の７月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の７月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について(平成26年７月支払）
2,614,956

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出退職被保険者等還付金）の支出について（平成26年７月支払）
16,447

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
99,650

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
560,631

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入にかかる経費の支出について（６月分）
5,100

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（５月分）
2,391,782

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用スリッププリンタ用リボン購入経費の支出について
8,942

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（６月分）
13,217

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 口座振替納付勧奨取組み事務用消耗品購入経費の支出について
34,873

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
750,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用コピー代金（６月分）の支出について
12,981

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
837,760

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報担当事務（戸籍事務）用返信用切手購入経費の支出について
20,800

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）通信料の支出について（7月分）
17

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（６月分）
88,723

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（６月分）
2,840

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（６月分）
143,753

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（６月分）
79,681

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（６月分）
1,314,776

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（６月分）
53,491

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（６月分）
16,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（６月分）
63,520

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育　7月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　7月分）の支出について
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～７月分）
27,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～５月分）
53,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６月～７月分）
24,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
77,485

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
464,406

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
50,161

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６月～７月分）
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～５月分）
23,783

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
3,314

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
1,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるオムツ代の支出について（平成２６年５月分）
8,369

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年３月～６月分）
108,586

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
8,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
37,546

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
8,840
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（５月分）
1,860

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（５月分）
2,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（５月分）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年５月分）
20,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるオムツ代の支出について（平成２６年３～４月分）
5,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
21,840

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
258,436

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
12,366

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
19,817

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
27,614

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
279,180

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～５月分）
62,626

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
12,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～７月分）
77,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
245,486

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について
20,435

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　高額障がい児通所給付費の支出について
20,015

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
6,960

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年５月分）
20,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について（平成２６年６月分）
320

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年５月分）
28,170

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について（平成２６年５月分）
1,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
70,128

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
46,120

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
159,790

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
122,959

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～５月分）
61,003

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
186,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～５月分）
89,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
244,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
63,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６月～７月分）
47,786

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６月～７月分）
112,210

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
4,879

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
2,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
4,644

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
72,440

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（６月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
24,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
220,520

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への参加及び同所要経費の支出について
46,440

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
442,670

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
1,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
1,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年５月分）
734

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
11,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
5,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる非指定医療機関診療報酬の支出について
8,680
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
217,540

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
3,177

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
8,105

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
2,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
5,145

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
5,840

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
4,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度６月分)
323,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
2,746

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
8,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度社会福祉主事資格認定通信課程にかかる受講料の支出について
68,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
142,490

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
90,379

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
14,085

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
12,676

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
143,931

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
49,895

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
38,776

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～７月分）
240,773

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～７月分）
43,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（４月申請分）
146,276

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
45,246

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師報償金（６月分）の支出について
9,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（６月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
46,007

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
25,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
2,592

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,458

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
5,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について（平成２６年６月分）
2,960

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
9,660

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
7,732

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる検査料の支出について
6,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
224,136

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費　７月分の支出について
2,025,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金の支出について（第２四半期）
162,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年５月分）
45,104

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費等の支出について（平成２６年４～６月分）
385,189

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
28,832

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
108,895

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
32,539

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
4,284

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
3,854

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
768

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
716

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
574

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
2,600
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金（受取人払）郵便料（６月分）の支出について
592

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
1,312

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
43,953

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
19,178

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
1,076

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
338

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
5,038

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
3,772

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
820

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
4,264

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
11,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
578,699

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
1,148

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
11,930

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
5,322

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
1,066

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
3,030

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
430

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
994

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（６月分）の支出について
7,908

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第１０回「愛 Ｌｏｖｅ こども フェスタ」にかかる紙芝居・人形劇等の乳幼児向け舞台公演業務委託の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第１０回「愛 Ｌｏｖｅ こども フェスタ」にかかる乳幼児向け公演業務委託の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 ８月分生活保護費の支出について
8,854,318

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年５～６月分）
95,995

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 ８月分生活保護費の支出について
4,636,020

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ８月分生活保護費の支出について
146,760

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費・校外活動費の支出について（平成２６年４～６月分）
335,141

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
2,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について（平成２６年６月分）
13,040

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
550

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 ８月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 ８月分生活保護費の支出について
351,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
224,136

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（7月25日支払）
592,209

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第２四半期）
781,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
330

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～７月分）
58,352

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６月～７月分）
19,330

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年５～６月分）
351,068

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
19,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
2,620

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（７月２８日支払）
44,740

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢福祉業務用の市内出張交通費(６月分)について
330

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
3,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用６月分コピー料金の支出について
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年５月～７月分）
36,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
63,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
32,840
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
2,960

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用６月分コピー料金の支出について
6,204

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用６月分コピー料金の支出について
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用６月分コピー料金の支出について
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（７月分）
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費・校外活動費の支出について（平成２６年４～６月分）
383,338

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（６月分）の支出について
590

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（６月分）の支出について
470

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（６月分）の支出について
2,001

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（６月分）の支出について
200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（６月分）の支出について
3,016

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
22,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 ６月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
37,053

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 ６月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
288,590

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年５～６月分）
114,866

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年７月分）
12,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費の支出について（平成２６年４～６月分）
235,456

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・校外活動参加費の支出について（平成２６年１学期分）
51,695

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
5,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
201,456

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（平成26年6月分）
8,520

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２６年６月分）
99,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる歯科衛生士報償金の支出について（平成２６年６月分）
6,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（６月分）の支出について
27,238

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（６月分）の支出について
656

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（６月分）の支出について
492

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（６月分）の支出について
10,732

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
1,987

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（６月分）の支出について
246

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
3,316

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度６月分)
293,810

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（６月分）の支出について
32,891

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
4,082

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
660

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
7,503

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（６月分）
2,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（６月分）
6,506

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
26,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（６月分）
7,104

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
13,030

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（６月分）
2,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
31,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（６月分）
3,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
13,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
496

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市会対応に係る深夜帰宅交通費（６月２４日分）の支出について
16,050
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阿倍野区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,554

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（６月分）
1,500

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（６月分）
12,991

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（６月分）
596

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（６月分）
908,099

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（６月分）
5,580

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（６月分）
4,622

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（６月分）
9,504

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年６月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（６月分）
326,160

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用自動ドア保守にかかる費用の支出について（第１四半期）
34,560

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
37,260

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（６月分）
28,803

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（６月分）
10,854

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
156,574

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度第１回区政会議（全体会）の議事録作成経費の支出について（６月２３日開催分）
30,996

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（６月分）
74,784

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（６月分）
70,603

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（６月分）
35,005

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（６月分）
143,742

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム利用タブレット端末利用にかかる経費の支出について（６月分）
4,354

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（平成２６年８月分）
168,000

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（６月分）
88,570

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（６月分）
11,346

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年７月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
21,084

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年７月請求分住民情報担当用電話使用料（セキュリティ）の支出について
17

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（６月分）
53,040

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務用）
444

阿倍野区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務用）
8,556

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分1回目）
13,852

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分1回目）
4,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（６月分）電気料金の支出について
4,260

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支払いについて（平成２６年４・５月分）
118,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　阿倍野区人権講演会にかかる講師謝礼の支出について
10,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　阿倍野区人権講演会にかかる講師謝礼の支出について
34,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　PTA・社会教育関係団体対象学習会　講師謝礼金の支出について（阪南小学校）
14,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
13,992

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用の消耗品購入経費の支出について
49,788

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用の消耗品購入経費の支出について
5,065

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用の消耗品購入経費の支出について
15,876

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校体育施設開放事業にかかる委託料の支出について
170,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 若者が担うまちづくり推進事業用　イベントスタッフ育成研修、イベント企画・運営にかかる経費の支出について（人件費７～９月分）
686,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度阿倍野区広報紙新聞折込業務にかかる経費の支出について（平成２６年７月号）
270,192

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用事務用品等の購入にかかる経費の支出について
20,190

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　OAシートラベル外25点の購入にかかる経費の支出について
51,179

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区英語交流事業の経費の支出について（６月分）
490,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（６月分）
238,787

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（６月分）水道料金の支出について
1,968
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阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（６月分）水道料金の支出について
1,186

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当用電話料金の支出について（平成26年6月分）
12,099

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務にかかる経費の支出について（7月分）
53,353

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　地域防災リーダー装備品の購入にかかる経費の支出について
369,252

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（６月分）
2,721

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年６月）
194

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災事業にかかる後納郵便料金（6月分）の支出について
29,489

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働型自転車利用適正化事業外１事業にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
574

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年６月）
3,756

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働型自転車利用適正化事業外１事業にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
1,882

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる７月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般）
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる７月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金）
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当窓口用順番表示システム機器の長期借入契約期間満了による買取について
36,385

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区民サービス課(保険管理）窓口用順番表示システム機器の長期借入契約期間満了による買取金の支出について
36,385

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年６月分②）
285,218

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成26年６月分③）
5,695

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年６月分）
350,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区ライフイベント記念事業実施用手がた色紙の購入にかかる支出について
113,400

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２６年７月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２６年７月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
551,192

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（4～6月分）の支出について
1,040

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（4～6月分）の支出について
5,090

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年７月分）
300,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（4～6月分）の支出について
520

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年７月分）
281,921

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年７月分）
29,136

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度区民サービス課（戸籍）事務用官製はがきの購入費の支出について
10,400

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２６年７月分）
1,391,822

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
6,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
81,200

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
1,498,300

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
155,821

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
527,618

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
17,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
52,146

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（平成２６年７月分）の支出について
4,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
13,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
23,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２６年７月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品の資金前渡金支出について（平成２６年７月分通常保育用）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２６年７月分通常保育用）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
11,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬請求書にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
44,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
105,404

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年６月）
219,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年６月）
36,860

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年６月）
34,132
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
51,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
4,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年６月）
397,715

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのちょこっとウォーキング市民活動行事保険料（7月6日実施分）の支出について
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
36,124

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,536

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
31,550

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
41,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
90,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
2,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
2,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核医療費公費負担事業旅費の支出について（５月分）
2,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（６月分）
49,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（６月２０日実施分）
6,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
15,960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度民生委員・児童委員費用弁償金（第１四半期分）の支出について
1,171,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への参加にかかる出張旅費の支出について
46,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年６月）
31,254

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年６月）
42,003

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護の住宅維持にかかる住宅扶助費の支出について（平成２６年６月）
119,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
45,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
9,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度民生委員・児童委員費用弁償金（第１四半期分）の支出について
1,125,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ピアカウンセリング（6月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
113,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
1,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
56,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費と日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年６月）
16,610

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
17,190

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
9,013

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
39,004

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費と日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年６月）
1,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
1,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
2,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２６年６月分）
11,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２６年６月分）
1,518

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２６年６月分）
7,592

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２６年６月分）
4,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２６年６月分）
450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,950

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
229,335

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年７月）
217,824

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２６年６月分）
3,844

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２６年６月分）
110

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２６年６月分）
2,974
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２６年６月分）
13,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２６年６月分）
199

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（６月分）
14,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度不登校児などの居場所づくり事業にかかる報償金の支出について（６月分）
113,580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
46,007

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,252

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
49,895

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）にかかる住宅改修費給付事業経費の支出について
199,242

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
464,012

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
29,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
85,534

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
75,010

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
205,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年７月）
9,936

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
5,610

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年７月）
214,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（６月分）
313,496

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（６月分）
218,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年6月）
7,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年6月）
2,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
269,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
13,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度カウンセリング事業就学前勉強会（第２回）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
75,088

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
18,580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
24,104

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
64,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,752

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
56,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
118,090

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
153,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
237,830

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
87,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
78,652

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
2,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
7,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
74,015

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
50,018

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
81,076

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（６月分）
305,290

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金（第2四半期）の支出について
159,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金（第2四半期）の支出について
1,469,850

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
20,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
3,053

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
46,310
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
32,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
40,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年７月）
14,292

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年７月）
3,110

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護の高等学校等就学費にかかる生業扶助費の支出について（平成２６年７月）
680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年７月）
224,136

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
2,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（７月分）
114,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２６年７月支払分）
1,322,877

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２６年７月支払分）
297,034

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
117,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年６月）
61,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
109,829

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年６月）
7,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２６年７月支払分）
163,403

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
119,004

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
22,956

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費・校外活動費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野小・平成２６年６月）
37,944

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費にかかる教育扶助費の支出について（松虫中・平成２６年６月）
17,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費・教材代にかかる教育扶助費の支出について（常盤小・平成２６年６月）
118,166

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（高松小・平成２６年６月）
78,605

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成２６年６月）
34,668

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（長池小・平成２６年６月）
41,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費・校外活動費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野中・平成２６年６月）
15,171

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘小・平成２６年６月）
37,586

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（昭和中・平成２６年６月）
37,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年７月）
209,016

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
259,203

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
284,468

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
97,798

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,149

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
13,959

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
20,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
6,696

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
133,186

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年８月定例・随時払分）
31,000,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
5,486

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年８月定例・随時払分）
16,000,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年８月定例・随時払分）
350,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年８月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年８月定例・随時払分）
650,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　なかよしルーム　阿倍野　平成26年6月分）
570,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　あおぞら　平成26年6月分）
1,103,550



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る阪南保育所賄材料費の資金前渡金支出について（平成２６年７月分）
988,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所賄材料費の資金前渡金支出について（平成２６年７月分）
714,340

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
3,930

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
79,888

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
78,379

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
189,695

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
60,658

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
42,194

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
64,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
62,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（Four　Leaf　平成26年6月分）
1,108,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
46,007

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
35,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
67,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
18,988

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
446,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成２６年６月分）
24,226

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２６年７月支払分）
8,098

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
79,185

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
137,183

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
205,203

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
51,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
419,745

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支払いにかかる扶助費の支出について（平成２６年２月から平成２６年３月分）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ピアカウンセリング（7月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（７月号分）
21,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
82

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
1,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
2,869

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
1,158

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年６月分）
2,762

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
19,212

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分②）
5,753

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分①）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年６月分）
7,028

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分①）
13,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分①）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
73,779

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
435,719

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
30,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出と断酒会日帰り移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
28,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費等にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
127,180
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
27,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
268,528

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
18,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
31,290

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出と紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
4,379

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（阪南中・平成２６年５月・６月）
89,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（金塚小・平成２６年５月・６月分）
20,278

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（丸山小・平成２６年４～６月分）
133,324

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（文の里中・平成２６年６月分）
101,364

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
18,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
20,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
110,017

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出と紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
4,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出と断酒会日帰り移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年７月）
1,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
2,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
25,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
8,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
14,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬請求書にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年７月）
86,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
1,790

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
1,148

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分①）
5,576

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
246

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
3,152

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
12,424

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
3,116

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
1,558

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
403,594

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分①）
16,625

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
5,618

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
2,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
19,590

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
10,695

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
492

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
136,264

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（６月分）
4,182

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
31,974

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年６月分①）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成２６年６月分）の支出について
6,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年度６月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
502,607

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度７月分　葬祭費の支払準備金の支出について
100,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度７月分　出産育児一時金の支払準備金の支出について
1,000,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年度６月分国民健康保険療養費（退職分）の支出について
117,043

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）平成２６年７月分の支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職)平成２６年７月分の支払資金の支出について
10,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住居表示用ナンバーシール等の購入費の支出について
76,518
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住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（5月分）
10,716

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（５月分）
10,651

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度６月分　葬祭費の支出について
350,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度６月分　出産育児一時金の支出について
201,605

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年度６月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
578,440

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年度６月分国民健康保険療養費（退職分）の支出について
30,370

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる切手購入経費の支出について
13,100

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度６月分　葬祭費の支出について
400,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度６月分　出産育児一時金の支出について
1,260,370

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　７月分）
1,281,391

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　退職　７月分）
23,932

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
11,897

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
188,466

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
2,094,893

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
54,194

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
29,089

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
283,195

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（６月分）
11,801

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年６月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
1,050

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（７月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（７月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（７月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（７月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（４・５月分）
15,614

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（４・５月分）
2,100

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,141,869

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
8,542

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
3,660

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
5,089

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
5,431

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
2,910

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
1,620

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
5,242

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
7,970

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月08日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
6,120

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
7,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
4,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度（知的障害者）市長申立てにかかる鑑定費用の支出について
100,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（６月分）
5,976

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（６月分）
16,211

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払資金繰入金の支出について（６月分）
3,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（６月分）
100

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（６月分）
9,612

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（６月分）
575

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
243,096

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（６月分）
2,560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
206,553

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
142,079
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
42,006

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（６月分）
2,294

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（６月分）
324

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（６月分）
874

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度　結核コホート検討会参画医師謝礼金の支払いについて（６月分）
14,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（平成26年4月～6月期）
3,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
800

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出（代理受領方式）について
500,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（ひだまり　６月分）
566,100

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年６月分）の支出について
121,577

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年６月分）の支出について
22,908

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年６月分）の支出について
575

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（６月分）
1,312

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年６月分）
1,230

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
79,010

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
360

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
11,610

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年６月分）
1,410

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
1,270

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
24,910

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
4,770

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
49,230

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（６月分）
4,028

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（６月分）
2,870

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（６月分）
164

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（６月分）
1,240

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
14,660

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（６月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（６月分）
10,360

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年６月分）
8,560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年６月分）
3,329

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
364,174

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
26,970

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
20,050

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
16,490

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
6,850

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（６月分）
22,186

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
21,290

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
14,460

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（６月分）
499,780

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（６月分）
13,508

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
37,701

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
35,586

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（７月分）
1,762,680

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（6月分）
6,751

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H25-No.98）
2,160

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,880

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
1,084,694

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
3,000,629

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（すみのえ　６月分）
685,300

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務にかかる総合福祉（五法）システム用プリンタートナーカートリッジ購入経費の支出について
6,872

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務にかかる総合福祉（五法）システム用プリンタートナーカートリッジ購入経費の支出について
40,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第2四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第2四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立専修学校・第2四半期）
31,875

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第2四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第2四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立高校・第2四半期）
105,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第２四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第2四半期）
150,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第2四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第2四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
1,920

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
3,040

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
1,440

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
5,350

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
360

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
1,780

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
4,168

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
1,008

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
1,466,726

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
280

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
145,730

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第１号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（６月分）
99,560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
900

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
1,040

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
2,500

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
428,352

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
28,228

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（６月分）（分館）
380,460

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（６月分）（南港）
137,050

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
1,060

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２６年４月～６月分）
960

住之江区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H26-No.97）
5,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉センター分館機械警備業務委託料の支出について（5月分）
41,040

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借料の支出について（5月分）
5,076

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種花事業にかかる育苗培土等消耗品の購入経費の支出について
203,796

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策職員用ユニフォーム（警備服タイプ）の購入について
123,962

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
299,310

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
299,330

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業５月実施分講師謝礼金の支出について
30,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」（啓発指導員配置及び協議会運営業務）の業務委託料5月分支出について
639,655
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住之江区役所 政策推進室 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市住之江区における新たな地域コミュニティ支援事業の業務委託料の支出について（平成26年4月～9月分）
9,581,760

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙管理委員会事務局常時啓発用啓発物品の購入にかかる経費の支出について
106,812

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（６月分）の支出について
19,872

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（６月分）の支出について
29,801

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（６月分）の支出について
8,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（６月分）の支出について
2,530

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（６月分）の支出について
15,630

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（６月分）の支出について
1,860

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（６月分）の支出について
432

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月10日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（６月分）の支出について
1,285

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年5月分市内出張交通費等の支出について
58,870

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 平成26年5月分市内出張交通費等の支出について
440

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所法律相談等業務にかかる相談料の支出について（６月分）
27,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
13,834

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入業務にかかる経費の支出について（６月分）
9,504

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
13,107

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（６月分）について
21,784

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
72,792

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（６月分）について
127,441

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（６月分）について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区人権啓発推進事業　地区人権学習会運営業務業者選定委員会にかかる委員謝礼の支払について
45,105

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集・運搬業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
31,125

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所窓口案内サービス事業にかかる経費の支出について（６月分）
567,273

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託の支出について（４月分定期清掃）
13,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（６月分）
46,486

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（６月分）
571

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（６月分）の支出について
140

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（６月分）の支出について
89,749

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（６月分）の支出について
9,700

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（６月分）の支出について
1,526

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（６月分）の支出について
1,066

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（６月分）の支出について
280

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（６月分）の支出について
1,556

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉センター分館機械警備業務委託の支出について（６月分）
41,040

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借料の支出について（６月分）
5,076

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（６月分）の支出について
43,636

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（８月分）の支出について
84,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年６月分）
82

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年６月分）
4,452

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年６月分）
3,702

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年６月分）
369

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度　学校体育施設開放事業の安立小学校分業務委託料の支出について
170,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
362

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（６月分）の支出について
7,872

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区制40周年事業推進ディレクターの報償金の支払いについて（6月分）
57,980

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
299,310

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業の業務委託料の支出について(平成26年4～9月分)
6,737,144

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
167,859
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住之江区役所 政策推進室 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年７月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
568,297

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（６月分）
23,779

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用　携帯電話代の支払いについて（６月分）
5,193

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域協働プログラム開発事業「住之江を知ろう！めぐろう！」その４３「舞洲に行こう！清掃工場をめぐろう！」にかかる行事保険料の支出について
900

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年７月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
213,840

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成26年7月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
62,415

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」の配布業務及び配布先宅の見守り業務（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
505,094

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 事務参考用地方財務実務提要の購入経費の支出について（概算契約）（追録番号５１４－５１６分）
6,789

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（６月分）
23,221

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託にかかる経費の支出について（６月分日常清掃）
22,680

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託にかかる経費の支出について（５月分定期清掃）
13,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 福祉車両運行業務にかかる経費の支出について（平成２６年度６月分）
498,960

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（６月分）の支出について
3,340

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（６月分）にかかる支出について
6,998

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業６月実施分講師謝礼金の支出について
20,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用　リングファイル等消耗品の購入経費の支出について
3,132

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（６月分）の支出について
65,258

住之江区役所 政策推進室 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＮＴＴ）の支払について（６月分）
17,997

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会出席にかかる管外出張旅費の支出について
46,440

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
268,920

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
331,872

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
343,529

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
39,320

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における食事療養費の支出について
14,880

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
64,370

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
125,273

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
17,490

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
284,029

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
4,800

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
11,300

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
20,478

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
7,700

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
403,924

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,180

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
12,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,200

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
61,788

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
16,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
361,189

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
150,400

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
90,210

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
375,506

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
220,520

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
4,600

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
2,928

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
45,675

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
14,645

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
13,420
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住之江区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（６月分）
584,138

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（６月分）
250,357

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
313,221

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年４・５月分）
1,470

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年６月３日発見の行旅死亡人葬祭費の支出について
150,369

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年４・５月分）
9,600

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年４・５月分）
4,950

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年４・５月分）
3,360

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（６月分）
42,149

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（８月払い分）
33,111,351

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
302,320

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（８月払い分）
18,674,147

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
77,804

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（８月払い分）
893,470

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
2,356,953

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
4,996

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,500

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（８月払い分）
600,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
20,810

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
420

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
57,480

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
312,622

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（８月払い分）
1,016,400

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
644,646

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
150,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
297,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
170,216

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
24,240

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
28,029

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
77,200

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
372,755

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年４月２５日発見の行旅死亡人葬祭費の支出について
177,949

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課一般事務用品の購入経費の支出について
53,048

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
92,665

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
240,206

住之江区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
5,080

住吉区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（６月分）
1,230,535

住吉区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （庁舎管理用）電話機台購入経費の支出について
32,076

住吉区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 区長災害用住宅にかかる家財保険・賠償責任保険料の支出について
15,000

住吉区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（７月分）の支出について
58,000

住吉区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （庁舎管理用）住吉区役所２階電話線増設業務の実施及び同経費の支出について
56,160

住吉区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入（平成２６年６月分）
13,107

住吉区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（平成２６年６月分）
5,978

住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（６月分）
1,330

住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（６月分）
1,828

住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（６月分）
12,212

住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（６月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所窓口案内等業務委託（長期継続契約）経費の支出について(6月分)
265,500
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住吉区役所 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施と同経費の支出について（６月分）
33,696

住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法律相談等業務にかかる報償金の支出について（６月分）
10,800

住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区民センター自動扉開閉装置保守点検業務委託の実施および同経費の支出について（４～６月分）
72,900

住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所自動扉開閉装置保守点検整備業務の実施及び同経費の支出について（４～６月分）
64,800

住吉区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 火災発生にかかる出退勤用タクシー代の支出について
18,990

住吉区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（８月分）の支出について
58,000

住吉区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（６月分）
98,529

住吉区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（６月分）
196,379

住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用大阪日日新聞の買入及び同経費の支出について（４～６月分）
6,150

住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用産経新聞の買入及び同経費の支出について（４～６月分）
12,111

住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託の実施と同経費の支出について(６月分)
12,872

住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入（平成２６年６月分）
190,427

住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（６月分）の支出について
2,406

住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（６月分）の支出について
7,936

住吉区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（６月分）
4,030

住吉区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(６月分)
588,579

住吉区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(６月分)
5,421

住吉区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（６月分）
21,117

住吉区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(６月分)
14,433

住吉区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立住吉区民センター施設管理業務にかかる年度協定書の締結並びに同経費の支出について(第１四半期：４～６月分))
13,125,940

住吉区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(６月分)
47,761

住吉区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（７月分）
1,767,897

住吉区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（６月分）
21,097

住吉区役所 地域課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラにかかる電気代の支出について（６月分）　＜平成25年度設置分＞ （NO.1、NO.10、NO.13、NO.16、NO．20）
1,545

住吉区役所 地域課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　「５つの約束」シールの購入および同経費の支出について
174,960

住吉区役所 地域課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯対策事業　「すみちゃん隊ＧＯ通信夏号（７月号）」印刷にかかる経費の支出について
55,728

住吉区役所 地域課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住吉区地域防災リーダー装備品の購入経費の支出について
668,433

住吉区役所 地域課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（５月分）
30,593

住吉区役所 地域課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　「青色防犯パトロール車両２台（電気・ガソリン車）」に設置するドライブレコーダー買入経費の支出について
17,280

住吉区役所 地域課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（６月分）
21,326

住吉区役所 地域課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業用　小口支払基金（６月分）の繰入について
1,000

住吉区役所 地域課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業用　小口支払基金（６月分）の繰入について
2,659

住吉区役所 地域課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（６月分）
4,280

住吉区役所 地域課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　名札ケース　外１１点の購入経費の支出について
68,418

住吉区役所 地域課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラにかかる電気代の支出について（６月分）　＜平成25年度設置分＞ （NO.2～4、6、11、14、15、21～24、26～34）
6,032

住吉区役所 地域課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「地下鉄あびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業」受託者選定委員にかかる報償金の支出について２
13,095

住吉区役所 地域課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「第40回すみよしまつり」運営業務委託事業者選定委員にかかる報償金の支出について
13,095

住吉区役所 地域課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「第40回すみよしまつり」運営業務委託事業者選定委員にかかる報償金の支出について
13,095

住吉区役所 地域課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「地下鉄あびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業」受託者選定委員にかかる報償金の支出について
13,095

住吉区役所 地域課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「第40回すみよしまつり」運営業務委託事業者選定委員にかかる報償金の支出について
13,095

住吉区役所 地域課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　「コンテナ等啓発用物品」買入経費の支出について
51,516

住吉区役所 地域課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　マットトレー外６点の支出について
54,000

住吉区役所 地域課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　「すみちゃん横断旗」買入経費の支出について
54,648

住吉区役所 地域課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　巡回用自転車の購入及び、自転車防犯登録費用の経費支出について
76,032

住吉区役所 地域課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全防犯対策事業　巡回用自転車の購入及び、自転車防犯登録費用の経費支出について
2,000

住吉区役所 地域課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（６月分）
1,759

住吉区役所 地域課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（６月分）
1,055

住吉区役所 地域課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費支出について（６月分）
5,538
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住吉区役所 地域課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（６月分）
18,380

住吉区役所 地域課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（６月分）
29,566

住吉区役所 地域課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（６月分）
12,521

住吉区役所 住民情報課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（ボールペン外１０点）費の支出について
41,735

住吉区役所 住民情報課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（５月分）
4,869

住吉区役所 住民情報課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（５月分）
3,275,521

住吉区役所 住民情報課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（６月分）
131,618

住吉区役所 住民情報課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（６月分）の支出について
3,970

住吉区役所 住民情報課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（６月分）
3,400

住吉区役所 住民情報課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課発券機用ロール紙の購入経費の支出について
46,656

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
444,859

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（７月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（７月分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
145,667

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
38,340

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
90,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
198,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
25,560

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
88,200

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
65,015

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
53,360

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,725

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,982

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
56,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
98,004

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（５月分）
18,039

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
315,256

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
321,038

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
49,926

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
347,936

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
62,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
116,275

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
56,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
135,168

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,454

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
320,540

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
45,294

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
57,491

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
43,080
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
57,306

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
204,674

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
8,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
18,230

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,998

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,750

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年６月分児童手当給付金の支給について
45,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（５月分）
11,577

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
16,616

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
3,834

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
44,592

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
62,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
4,772

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
6,413

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払について（平成２６年４月分）
4,960

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年５月分）
2,140

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年５月分）
780

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年６月支給決定分）
1,305,582

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
62,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
327,913

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年６月支給決定分）
144,626

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年６月支給決定分）
223,661

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２６年６月支給決定分）
34,722

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
306,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(4月分)
10,773

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(5月分)
9,045

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
5,114

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
680

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
351

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
3,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
3,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
97,579

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
65,603

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(4月分)
730

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２６年６月分）
74,670

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２６年６月分）
28,440

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(5月分)
360

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(4月分)
720

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
3,132

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
7,153

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
480

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
1,938

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
3,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉担当業務（６月分）小口支払基金の繰入について
3,400
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
112,185

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
39,593

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
49,895

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
20,938

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
10,584

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年７月支給決定分）
2,108

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
245,954

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
8,488

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
57,079

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
131,630

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
32,090

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,958

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
477,730

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
297,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
142,134

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
85,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,150

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 孤立死ゼロ事業に係る受託者選定会議における選定委員の報償金の支出について
39,285

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年６月分）
233,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て情報提供事業「ノーバディーズパーフェクト」における講師への報償金の支出について
86,940

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 障がい者虐待予防事業印刷製本費の支出について
24,300

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
3,062

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（６月分）
164

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
10,047

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
18,141

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
2,050

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
22,320

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
4,590

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
227,885

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
86,660

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
14,790

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（６月分）
2,961

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（６月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（６月分）
30,071

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
20,478

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（６月分）
1,230

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（６月分）
3,982

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
39,296

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月受取人払分）
1,261

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
12,758

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
1,868

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
37,653

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
20,049

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
6,485

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（６月分）
25,491

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
18,981
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
902

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支払いについて(６月分)
10,115

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
3,720

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
106,821

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
49,895

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
41,406

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
69,235

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２６年６月分）
667,160

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（７月分）
3,632,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第２四半期）
1,474,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付用貸付金の支出について（第２四半期）
486,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年４月分～５月分）
1,740

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年４月分～５月分）
2,610

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年４月分～５月分）
1,890

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年４月分～５月分）
840

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 （区民とともにすすめる健康アッププロジェクト事業用）にこにこウォーキング講座報償金の支出について
14,320

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 アンチエイジング応援作戦　脳活性化セミナー報償金の支出について（区民とともにすすめる健康アッププロジェクト事業用）
14,440

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（６月分）
8,097

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（６月分）
16,671

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年７月支給決定分）
494,373

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
465,794

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
18,654

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
487,424

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年７月支給決定分）
12,925

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（６月分）
1,053,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（６月分）
1,043,310

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年７月支給決定分）
222,195

住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２６年７月支給決定分）
4,550

住吉区役所 企画課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の支払について（交通専門会議用）
1,043

住吉区役所 企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区役所広報紙「広報すみよし」（平成26年５月号～平成27年４月号）概算印刷業務委託経費の支出について（７月号）
364,953

住吉区役所 企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度点字版「広報すみよし（区政情報）」製作業務委託経費の支出について（７月号）
72,252

住吉区役所 企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務委託経費の支出について（７月号）
135,000

住吉区役所 企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務経費の支出について（6月号）
726,382

住吉区役所 企画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度広報板にかかる用地（住吉車庫分）使用料の支出について
4,300

住吉区役所 企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政サポーターにかかる後納郵料金（料金受取人払分）の支出について（6月分）
2,813

住吉区役所 教育文化課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区スポーツ健康推進事業にかかる委託料の支出について
1,000,000

住吉区役所 教育文化課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 区における青少年の健全育成事業にかかる大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
2,813,143

住吉区役所 教育文化課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 すみちゃんエコパートナー事業用小口支払基金の繰入について（６月分）
988

住吉区役所 教育文化課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 就学事務用小口支払基金の繰入について(６月分)
82

住吉区役所 教育文化課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課市内出張交通費（５月分）の支出について
10,990

住吉区役所 教育文化課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 すみちゃんエコパートナー事業用　すみよしエコフェスタチラシ・ポスター印刷の支出について
35,640

住吉区役所 教育文化課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（なみはや市民大学）
20,000

住吉区役所 教育文化課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課郵送代の支出について（６月分）
17,716

住吉区役所 教育文化課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度すみよし博覧会事業にかかる分担金の支出について
1,000,000

住吉区役所 教育文化課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課郵送代の支出について（６月分）
1,076

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（６月分）
371,992

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（７月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（７月分）
2,100,000
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住吉区役所 保険年金課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（７月分・一般及びマル退分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（７月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
2,086,901

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・退職）
11

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（６月分）
195,774

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（６月分）
120,209

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（６月分）
300,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支給について（６月分）
120,632

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（６月分）
151,648

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（５月分）
12,880

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（７月分）
304,926

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（７月分）
300,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民年金出張旅費の支出について（6月分）
480

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険出張旅費の支出について（4月分）
780

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険出張旅費の支出について（6月分）
1,960

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険出張旅費の支出について（5月分）
2,350

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
2,060,351

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用還付金の支出について（歳出・退職）
10,056

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者医療制度出張旅費の支出について（５月分）
1,570

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（７月分）
190,541

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（７月分）
10,453

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(６月分)の支出について
24,696

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（６月・後納）
4,704

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(６月分)の支出について
220,513

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（６月・後納）
323,729

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（６月分・受払）
109,437

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(６月分)の支出について
1,705,387

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（７月分）
23,226

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(６月分)
110,380

住吉区役所 保険年金課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(６月分)
195,005

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（トナーカートリッジ他２点）の購入及び同所要経費の支出について
171,612

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
205,067

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
24,076

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
352,400

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
188,921

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
40,160

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
78,730

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 生活保護事業用管外出張旅費の支出について
46,860

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
323,280

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
204,009

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
60,696

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
392,686

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
60,093

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
55,850

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
256,480

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
1,634,850

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（６月分）
1,080

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（６月分）
300
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住吉区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（６月分）
12,300

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
1,581,100

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
152,442

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
326,540

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
320,160

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
275,527

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
219,700

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（４～６月分）
6,330

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
389,880

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
2,866,170

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（５月分）
1,460

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
143,043

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
387,200

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
331,289

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年８月分生活保護費の支出について（１回目）
50,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
27,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年８月分生活保護費の支出について（１回目）
30,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年８月分生活保護費の支出について（１回目）
600,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２６年８月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
187,990

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年８月分生活保護費の支出について（１回目）
1,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
54,980

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２６年８月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年８月分生活保護費の支出について（１回目）
2,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２６年８月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）受講料の支出について
137,800

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
738

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（レターケース他２２点）の購入及び同所要経費の支出について
31,224

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（６月分）
47,359

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
1,359,115

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
10,912

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
26,579

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）スクーリング経費の支出について
53,090

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）スクーリング経費の支出について
53,090

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
334,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年４～６月分)
256,376

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年５月、６月分)
371,672

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年６月分)
223,541

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年６月分)
378,056

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年５月、６月分)
367,786

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年６月分)
167,996

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年６月分)
395,331

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年６月分)
349,729

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年６月分)
385,725

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年６月分)
503,821
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住吉区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
308,083

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
118,260

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,580

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
243,875

住吉区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
162,465

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
8,659

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
3,095

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
12,506

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
4,800

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
10,908

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
4,266

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
2,600

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
360

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
7,060

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
5

東住吉区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
5,520

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用書庫ほか2点（東住吉区役所）買入にかかる経費の支出について
44,837

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
6,326

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用書庫ほか2点（東住吉区役所）買入にかかる経費の支出について
403,579

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　ＬＡＮケーブル購入経費の支出について
36,720

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
239,477

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
125,802

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
299,583

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
170,093

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
165,492
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東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
165,737

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
121,654

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
131,719

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
172,353

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
172,065

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
117,791

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
202,878

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
181,104

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
160,191

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
204,193

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
148,399

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
161,055

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
220,217

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
232,666

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
402,224

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
241,718

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
168,245

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
211,375

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
227,941

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
331,818

東住吉区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年6月分）
3,253

東住吉区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度6月分　後納郵便料の支出について（総務課）
49,331

東住吉区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度6月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,394

東住吉区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年度6月分　後納郵便料の支出について（総務課）
8,436

東住吉区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 管外出張命令について（危険物取扱者試験受験）
11,100

東住吉区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 管外出張命令について（危険物取扱者試験受験）
9,040

東住吉区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用　ポストイット他6点の購入経費の支出について
12,983

東住吉区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年6月分電話料金の支出について（携帯電話）
1,610

東住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用キッズサークル（ベンチ）ほか３点買入にかかる経費の支出について
143,856

東住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年6月分電話料金の支出について（矢田出張所）
6,998

東住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について(６月分)
340,632

東住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（６月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（６月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（4～6月分）
271,264

東住吉区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　Duploロールマスターほか１点購入経費の支出について
63,936

東住吉区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（6月分）
40,016

東住吉区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年6月分電話料金の支出について（光回線）
327,007

東住吉区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　固定電話使用料の支出について（平成26年4月～6月分）
349

東住吉区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
195,930

東住吉区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分前期）
650

東住吉区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分前期）
1,509

東住吉区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分前期）
10,910

東住吉区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分前期）
5,576

東住吉区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年6月分電話料金の支出について（市内通話料）
36,499

東住吉区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分前期）
82

東住吉区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分前期）
600

東住吉区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所矢田出張所等機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（4月から6月分）
196,425

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年７月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年７月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
900,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　7月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　７月分支払資金（歳出マル退）
20,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ等の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
313,200

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
482,332

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
384,014

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費（退職）の支出について
18,009

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
655,150

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
25

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ゴム印の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
11,518

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用品の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
29,449

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
400,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年4月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
600

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるゴム印の購入及び同経費の支出について
1,695

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
24,905

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成26年4月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
900

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
6,291

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるゴム印の購入及び同経費の支出について
2,937

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
652,222

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
902,360

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
208,348

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（５月分）（住民情報担当事務費）
1,730

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
105,532

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
210,190

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
15,300

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるコピー料金の支払について（４～６月分）
18,112

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるコピー料金の支払について（４～６月分）
35,644

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるコピー料金の支払について（４～６月分）
20,539

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,106

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
4,080

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
114,137

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,298

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
7,857

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
2,113,071

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
67,109

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
30,651

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
651,053

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
63,900

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
19,282

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年６月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
20,410

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　第2回　区政会議にかかる有識者委員の報償金の支出について
13,095

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年6月号）
555,049

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度東住吉英語交流事業のセミナーにかかる行事保険料の支出について
1,770

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度東住吉青少年海外派遣事業の事前研修にかかる行事保険料の支出について
600

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　市内出張交通費の支出について（政策推進課）
2,146



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
91,243

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度東住吉英語交流事業のセミナーにかかる行事保険料の支出について
1,740

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度東住吉区区政会議及び部会の議事録作成業務にかかる経費の支出について（その２）
66,339

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成26年7月号）
315,802

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
4,264

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
14,364

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
10,722

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年7月号)
323,827

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（7月号）
48,342

東住吉区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（7月号)
94,763

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年５月分）
5,794

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 第４回東住吉区子育てＯＨえんフェスタにかかる行事保険料に支出について
1,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
18,864

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
68,895

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
19,230

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
5,055

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,007

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
152,169

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
11,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
194,452

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
5,414

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年５月分）
2,060

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年５月分）
2,760

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）平成26年7月分の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成26年7月分の支出について
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 犬舎に設置するラック（棚）の購入について
98,571

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
166,236

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
38,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
97,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
22,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
1,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
256,520

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
20,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
12,960

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
20,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
235,981

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
64,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 第４回東住吉区子育てＯＨえんフェスタにかかる行事保険料の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
321,076

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
115,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
280,923

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
224,136

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
135,420

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
176,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
30,853

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
71,965
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
515,196

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
133,368

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
17,763

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,881

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
11,957

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
262,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
48,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,605

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
30,282

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
302,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,717

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
128,018

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
183,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,881

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
5,198

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
62,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
49,895

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,054

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
4,390

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
242,146

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
12,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
2,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
44,940

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
27,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
388,672

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
4,048

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
209,016

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
222,436

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会議報償金の支出について（平成２６年６月１３日分）
11,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年６月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
99,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年６月分歯科相談にかかる報償金の支出について
31,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年6月分）
336,980

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度６月分小口支払基金の繰入について
13,241

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度６月分小口支払基金の繰入について
25,026

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 養育者の健康診査事業にかかる血液検査業務委託経費の支出について（第1回中間払い）
41,655

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
154,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
19,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
5,184

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
10,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
30,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
453,816

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
102,728

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
291,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度６月分小口支払基金の繰入について
4,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年６月分妊婦教室にかかる報償金の支出について
11,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
8,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
22,180

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年7月分母子福祉貸付金の支払いについて
398,970

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年7月分母子福祉貸付金の支払いについて
952,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年7月分寡婦福祉貸付金の支払いについて
295,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
8,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,698,125

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
56,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
56,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
15,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
151,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
88,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年6月分）の支出について
299,314

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
218,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,636,875

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,007

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
22,846

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
148,973

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
416,068

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
89,184

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
465,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
66,042

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,375

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
19,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年6月分）の支出について
316,392

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年5・6月分）の支出について
212,990

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
19,773

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
5,690

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
10,366

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,675

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２６年６月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,656

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２６年６月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（第２回中間払い）
2,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区発達障がい児等地域子育て支援事業委託経費の支出について(平成26年6月～12月分）
983,530

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）受講料の支出について
68,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
460

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
276,881

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年6月分）の支出について
389,601

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
31,680

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
8,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
35,140

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
19,440
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
97,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
375,104

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
12,177

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
15,334

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
1,944

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２６年６月分の支出について
28,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
7,947

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
1,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
2,460

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
1,169,492

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（５月分）の支出について
12,808

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（５月分）の支出について
2,616

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
139,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
32,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年6月分）の支出について
319,845

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
37,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
2,775

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
1,298

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
656

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
23,808

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
304

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
1,342

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
4,890

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
246

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健担当後納郵便料の支出について
23,444

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
565,364

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
324,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
271,347

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
128,476

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年4月分～5月分）の支出について
2,180

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年6月分）の支出について
261,436

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年6月分）の支出について
388,951

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
6,182

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
231,430

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
150,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
85,330

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
85,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
7,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
99,678

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
8,244

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
13,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成26年7月分）
1,634,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
42,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
69,210

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
127,440
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年８月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
76,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年８月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
42,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年6月分）の支出について
168,420

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年８月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
800,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年6月分）の支出について
264,602

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について（６月分）
49,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２６年８月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年８月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
1,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
7,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
12,960

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
5,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２６年８月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
17,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年８月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
3,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２６年８月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
250,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
56,172

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
22,846

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
73,710

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具経費の支出について（代理受領方式）
130,423

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
19,073

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
320,144

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,174

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
23,621

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
73,710

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者(児)住宅改修費給付事業における重度心身障がい者住宅改修費経費の支出について
210,533

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
357,196

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（４～６月分）
34,070

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（４～６月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（４～６月分）
30,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（４～６月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（４～６月分）
23,976

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（６月分）
33,270

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
114,104

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
295,484

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
2,916

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
6,903

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
66,180

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
227,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
24,450

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年４月分～６月分保健福祉課（介護）コピー料金の支出について
46,508

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
2,214

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分前期）
10,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分前期）
1,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月前期）
2,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
350,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
4,500
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
355,258

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
150,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
5,248

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
122,554

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,632

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
8,072

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,634,458

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
5,042

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,332

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
8,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一部）助成費の支出について
562,915

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
103,783

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
8,702

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,960

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
7,238

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
24,694

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について
549,038

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
9,422

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
60,301

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
9,644

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
157,001

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分（1/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料の支出について
11,215

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分（4/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,977

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分（2/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
6,509

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２６年６月分（3/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
29,039

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年６月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
19,153

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉法における後見等開始の審判請求にかかる鑑定費用の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年７月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
11,947

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２６年７月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,622

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
2,022

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分　ソーシャルワーカー用インターネットの使用にかかる経費の支出について（平成26年度コミュニティソシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
4,229

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
473,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年７月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
460

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年６月分後納郵便料の支出について
743,667

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年６月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年６月分料金受取人払郵便料の支出について
86,009

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年６月分料金受取人払郵便料の支出について
204

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
27,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年７月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,052

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２６年７月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,312

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年７月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
9,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２６年７月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
10,200

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯・交通安全対策事業に伴うひったくり防止カバー購入経費の支出について
381,240

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 南百済小学校PTA教育講習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
8,600

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 こども110番の家　プレート、こども110番の家　ペナント、こども110番の家　手旗の作製にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
264,600

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区民企画課　市内出張交通費の支出について（４月分）
4,260
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東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（６月分）の支出について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について
122,229

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年福祉委員用メッシュキャップの購入経費の支出について（青少年健全育成事業）
24,570

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度6月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯･交通安全対策事業）
8,178

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 啓発用横断幕作製にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
64,260

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民講師講座「浴衣の着付け教室」にかかる講師謝礼の支出について（生涯学習推進事業）
10,000

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 南田辺小学校PTA学習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について(6月分)(追加分)
10,000

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（6月分）
114,800

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について
322,920

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,430

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
82

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
348

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,002

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年6月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
8,266

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（防災力向上事業）
1,800

東住吉区役所 区民企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託(概算契約)経費の支出について(生涯学習推進事業)（6月分）
2,502

平野区役所 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について（26年5月分）
27,540

平野区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 長吉・瓜破出張所電気使用にかかる経費の支出について（６月分）
98,721

平野区役所 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平野区役所５階輪転機修繕業務の経費の支出について
26,244

平野区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害住宅にかかる電話回線使用料の支出について（平成26年6月分）
2,768

平野区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（４月追加分）
1,560

平野区役所 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 3出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（5月分）
20,994

平野区役所 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 瓜破出張所多目的トイレ内自動排水弁補修業務にかかる経費の支出について
36,720

平野区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用脇机ほか6点買入にかかる経費の支出について
239,328

平野区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
19,440

平野区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用ダブルクリップほか19点の購入にかかる経費の支出について
96,665

平野区役所 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用アコーディオンスクリーン買入にかかる経費の支出について
102,060

平野区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅にかかる賃料等の支出について（８月分）
123,000

平野区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区事務用トナーカートリッジ（ブラック）ほか５点の購入にかかる経費の支出について
252,396

平野区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民利用コピー機用トナーカートリッジ購入及び経費の支出について
80,190

平野区役所 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用コピー機ステープラー針タイプKほか１点の購入にかかる経費の支出について
172,800

平野区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
37,890

平野区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 長吉・瓜破出張所電気使用にかかる経費の支出について（7月請求分）
106,456

平野区役所 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要の追録買入（概算契約）にかかる経費の支出について
9,052

平野区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 旗ポール用取付金具買入にかかる経費の支出について
23,760

平野区役所 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（平成26年度6月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について(26年6月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年6月分）
8,278

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年6月分）
7,976

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年6月分）
2,344

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年6月分）
7,650

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
657,720

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について
196,540

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成26年6月分）
85,318

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年6月分）
8,624

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年6月分）
410

平野区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年6月分）
9,920
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平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険７月分保険給付費（出産・葬祭費）の支出について
50,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険７月分保険給付費（出産・葬祭費）の支出について
1,170,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（歳出・一般）７月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（歳出・退職）７月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
7,213

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用郵便切手購入費用の支出について
600

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（7月16日支払分）
2,145,449

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について（7月16日支払分）
31,411

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
1,775,904

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年６月受付分）
1,300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２６年６月受付分）
625,060

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用通信運搬費（料金受取人払後納）の支出について（６月分）
148,585

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成26年6月分）
3,870,842

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区役所ライフイベント記念事業（出生記念シール）の作製及び同所要経費の支出について
193,968

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成26年6月分）
370,966

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（4月分）
46,596

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（5月分）
45,625

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（7月30日支払分）
1,346,930

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成26年6月分市内出張交通費の支出について
560

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年6月分後納郵便料の支出について
864

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（6月分）
40,172

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年6月分後納郵便料の支出について
130,081

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成26年6月分市内出張交通費の支出について
5,190

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年6月分後納郵便料の支出について
3,471,129

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年6月分後納郵便料の支出について
47,684

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成26年6月分市内出張交通費の支出について
480

平野区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年6月分後納郵便料の支出について
48,598

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用ベルト荷締機外１５点購入経費支出について
76,930

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用賞状外４点購入経費支出について
52,650

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用マグネットシートの購入経費支出について
81,259

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（6月分）
11,490

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（6月分）
2,030

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支払について（6月分）
7,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用ハンドメガホン他１点にかかる購入経費の支出について
43,632

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用腕章にかかる購入経費の支出について
24,192

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用ソーラーLEDライトキーホルダー（防災啓発用）にかかる購入経費の支出について
27,216

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用コイン型リチウム電池他５点にかかる購入経費の支出について
57,866

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用消しゴム付き鉛筆他１４点にかかる購入経費の支出について
205,508

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」公募型プロポーザル審査員にかかる報償金の支出について
11,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用プリンター外２点にかかる購入経費の支出について
27,910

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用ひったくり防止カバーの購入経費支出について
397,440

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支払について（６月分）
12,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払について（６月分）
12

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市平野区地域活動協議会補助金の支出について（喜連地域活動協議会）
1,089,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用スチールラック購入経費の支出について
122,796

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用アルファ化米（五目・ドライカレー）にかかる購入経費の支出について
79,574

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年度6月分）の支払について
3,280

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年度6月分）の支払について
1,117
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平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年度6月分）の支払について
15,088

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年度6月分）の支払について
3,618

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険への加入及び同経費の支出について
105,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 公園の美化活動を通じた高齢者の社会参加の促進事業業務委託料の支出について（第２回支払い分）
403,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（平野西青少年指導員会他６団体）
327,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年度6月分）の支払について
1,452

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用交通安全啓発うちわ外１点の購入経費支出について
306,720

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（平野地区青少年指導員会他５団体）
327,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（瓜破西・瓜破北青少年指導員協議会）
218,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（加美東地区青少年指導員会）
109,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（新平野西地区青少年指導員会）
109,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（７月分）
9,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（７月分）
8,635

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用とびだし人形外１点にかかる購入経費の支出について
12,960

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（７月分）
4,635

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（７月分）
20,846

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（７月分）
400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（平野西青少年指導員会他６団体）
327,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（平野地区青少年指導員会他５団体）
109,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　熱中症対策飲料　他２点の購入にかかる経費の支出について
35,780

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（平野地区青少年指導員会他５団体）
327,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　赤色誘導棒の購入にかかる経費の支出について
11,664

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（平野西青少年指導員会他６団体）
109,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用エンジンオイル購入経費の支出について
32,076

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用半袖ポロシャツ外３点購入経費支出について
53,913

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用多目的収納ケースにかかる購入経費の支出について
45,360

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（瓜破東地区青少年指導員会）
109,200

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による　重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
368,980

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者福祉法による　重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
366,881

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年７月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年７月分市立保育所消耗品費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月01日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（専修学校）の支出について
159,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
731,727

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第３号）
46,753

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
873,411

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
565,573

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（４・５月分）
3,610

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年６月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
149,340

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（４・５月分）
6,790

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
1,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
3,530

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
420

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（７月分）
844,091

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（７月分）
174,473

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（７月分）
395,082
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平野区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（７月分）
66,883

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
433,751

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
137,530

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,530

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
288,198

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 Ｈ２６年度コホート検討会参画医師報償金の支払について（６月実施分）
11,360

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,800

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）の支出について
2,160

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）の支出について
860

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第４号）
269,730

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）の支出について
5,100

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,100

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,200

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）の支出について
5,070

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
354,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
236,286

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年６月１７日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 「大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業実施要綱」第１３条における支出について（代理受領方式）
470,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,254,265

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
11,660

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
14,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
90,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,480

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,965

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,062

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
500

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（７月分）
851,252

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
431,928

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（７月分）
427,930

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（７月分）
490,522

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費にかかる支出について
20,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（７月分）
65,663

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度６月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
915,750

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度６月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
11,160

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
78,120

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,526,463

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,002,960

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
4,460

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいのある方の家族教室講師料の支出について（7月2日分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
2,881,775

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年６月２９日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
485,980

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第１号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年７月分市立保育所給食賄材料費の支出について
4,275,540

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
159,000
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平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
133,950

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
159,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の技能習得資金の支出について
108,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
135,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
159,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
159,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
145,392

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短期大学・専修学校）の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金の修学資金（大学）の支出について
192,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区地域福祉活動コーディネーター事業業務委託にかかる経費の支出について（第2四半期分）
9,358,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
247,082

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
383,500

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
134,560

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用ゴム印の購入にかかる経費の支出について
2,052

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（６月分）
440

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（６月分）
2,210

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用ゴム印の購入にかかる経費の支出について
5,054

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用ゴム印の購入にかかる経費の支出について
5,050

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用ゴム印の購入にかかる経費の支出について
4,283

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（６月分）
561,340

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
140

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
58,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
6,700

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
6,700

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
43,240

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
456,318

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
6,700

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
6,700

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
1,128

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
492

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
1,230

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
574

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
50,684

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
13,400

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
4,592

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
164
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平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
6,482

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
127,351

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
246

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務用６月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
388

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
24,309

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
13,400

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
7,450

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
44,200

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（６月分）
35,471

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
79,398

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用６月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
61,294

平野区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
49,024

平野区役所 政策推進課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業主催事業講師謝礼の支出について（４月分）
3,000

平野区役所 政策推進課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる経費（委託料）の支出について
1,060,600

平野区役所 政策推進課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業の選定委員会にかかる講師謝礼の支出について
21,500

平野区役所 政策推進課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について
36,504

平野区役所 政策推進課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業主催事業講師謝礼の支出について（５月分）
65,555

平野区役所 政策推進課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかるジョイントクッションの購入経費の支出について
45,600

平野区役所 政策推進課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度区民協働企画講座「河内音頭を楽しく踊りましょう」における講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成26年６月19日開催　第１回高齢者・こども・障がい者など部会）
36,504

平野区役所 政策推進課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(６月号)
470,707

平野区役所 政策推進課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(６月号)
170,010

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導員報償金（平成26年5月・6月分）の支出について
122,300

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（６月分）
404

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（６月分）
2,100

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（６月分）
492

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（６月分）
10,368

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（６月分）
17,362

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（６月分）
750

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（６月分）
1,887

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（６月分）
928

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（６月分）
492

平野区役所 政策推進課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（６月分）
1,820

平野区役所 生活支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（５月分）及び教材代の支払について
307,257

平野区役所 生活支援課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
399,180

平野区役所 生活支援課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
411,450

平野区役所 生活支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
385,752

平野区役所 生活支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
238,248

平野区役所 生活支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
119,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２６年６月分生活保護費の支出について（追加分）
3,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
383,406

平野区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
26,419

平野区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
290,868

平野区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
38,500

平野区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
96,750

平野区役所 生活支援課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
206,035

平野区役所 生活支援課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
395,982

平野区役所 生活支援課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
367,826
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平野区役所 生活支援課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
395,049

平野区役所 生活支援課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
377,010

平野区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
238,680

平野区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
285,150

平野区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
361,860

平野区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
241,923

平野区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
391,820

平野区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
380,440

平野区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
7,400

平野区役所 生活支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
106,920

平野区役所 生活支援課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（５月分）及び教材代の支払について
372,268

平野区役所 生活支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
990

平野区役所 生活支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
13,122

平野区役所 生活支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
5,292

平野区役所 生活支援課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への参加について
46,440

平野区役所 生活支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
98,410

平野区役所 生活支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
11,640

平野区役所 生活支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
381,645

平野区役所 生活支援課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,077,800

平野区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタトナーの購入にかかる所要経費の支出について
127,440

平野区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,500

平野区役所 生活支援課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,500

平野区役所 生活支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
14,800

平野区役所 生活支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,580

平野区役所 生活支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
32,530

平野区役所 生活支援課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
289,584

平野区役所 生活支援課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
6,750

平野区役所 生活支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるゴム印購入にかかる所要経費の支出について
11,196

平野区役所 生活支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）の支払について
274,800

平野区役所 生活支援課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
395,966

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる事務用品（アルカリ乾電池単４外４２点）の購入にかかる所要経費の支出について
197,853

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
6,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
4,547

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
1,134

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
1,296

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,383

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
13,300

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
5,915

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
11,901

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
25,200

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,556

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
13,298
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平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
23,760

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
23,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
6,300

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
19,420

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
274,568

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
33,500

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
248,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,460,400

平野区役所 生活支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
86,650

平野区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
359,063

平野区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
352,595

平野区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
367,320

平野区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
318,600

平野区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
33,912

平野区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
300,492

平野区役所 生活支援課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
391,220

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
238,932

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
302,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
369,367

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
137,052

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における不動産鑑定料等の支払について
235,988

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）及び教材代及び校外活動費の支払について
381,065

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）及び校外活動費の支払について
394,632

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）及び教材代の支払について
398,813

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）の支払について
389,583

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）の支払について
398,925

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）及び校外活動費の支払について
175,720

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）及び教材代の支払について
365,583

平野区役所 生活支援課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
227,110

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２６年８月分生活保護費の支出について
55,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２６年８月分生活保護費の支出について
25,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２６年８月分生活保護費の支出について
950,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２６年８月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
38,080

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
196,861

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２６年８月分生活保護費の支出について
750,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
8,408

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２６年８月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２６年８月分生活保護費の支出について
3,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２６年８月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成26年6月分）
1,314,441

平野区役所 生活支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
2,370

平野区役所 生活支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
30,000

平野区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（５月分）
134,014

平野区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（４月分）
140,031

平野区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）及び校外活動費の支払について
399,485

平野区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）の支払について
27,300
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平野区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）の支払について
353,556

平野区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）及び教材代の支払について
253,479

平野区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）及び教材代の支払について
388,791

平野区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（４月分・５月分）の支払について
291,636

平野区役所 生活支援課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,501,180

平野区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
73,762

平野区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
2,962

平野区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
261,610

平野区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
20,350

平野区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
344,908

平野区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
375,420

平野区役所 生活支援課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
336,432

平野区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
82,400

平野区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
335,092

平野区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
308,868

平野区役所 生活支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教材代及び校外活動費の支払について
470,647

西成区役所 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２６年５月分）
60,372

西成区役所 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 西成区災害対策住宅に係る火災保険料の支出について
20,000

西成区役所 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について(５月分)
119,610

西成区役所 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　職員採用試験に係る出張交通費の支出について
920

西成区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター監視業務委託経費の支出について（６月分）
136,780

西成区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（６月分）
44,505

西成区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（６月分）
60,372

西成区役所 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区役所　宿日直用寝具賃貸借経費の支出について（第１四半期分）
38,880

西成区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,858

西成区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（６月分）
264,982

西成区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区役所一般事務用　西成区役所庁内情報パソコン修繕業務委託経費の支出について
83,808

西成区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 庁舎維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
300

西成区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成２６年６月分）
307,272

西成区役所 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,786

西成区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用　デジタル印刷機用インク及びマスターの購入経費の支出について
58,536

西成区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（６月分）
31,341

西成区役所 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（６月分）
471,852

西成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（６月分）
143,397

西成区役所 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所一般事務用　保健福祉課（生活支援・生活援助担当）電話機移設設定業務委託経費の支出について
209,520

西成区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
6,414

西成区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
328,146

西成区役所 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
3,038

西成区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（６月分）
2,495,716

西成区役所 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（7月分）
333,306

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年6月分）
84,487

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年6月分）
58,260

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅の家賃の支出について（平成26年8月分）
88,000

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（6月分）
385,560

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（７月～９月分）の支出（口座自動引落払い）について
1,000,000

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（７月～９月分）の支出（口座自動引落払い）について
550,000

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用後納郵便料金の支出について（６月分）
7,957

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用切手の購入経費の支出について
13,800
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西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（7月分）
77,018

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集業務委託にかかる経費の支出について（6月分）
116,640

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（平成２６年６月分）
27,820

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（平成２６年６月分）
32,918

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
61,500

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
4,182

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（７月～９月分）の支出（口座自動引落払い）について
8,000

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（７月～９月分）の支出（口座自動引落払い）について
15,000

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 「西成特区構想調査及びエリアマネジメント協議会運営事業」委託事業者選定会議における選定委員にかかる報償金の支出について
50,225

西成区役所 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成特区構想における専門部会等出席にかかる報償金の支出について（６月分）
141,970

西成区役所 市民協働課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「北津守小学校 PTA学習会」講師謝礼金の支出について
12,400

西成区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,610

西成区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,067

西成区役所 市民協働課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,670

西成区役所 市民協働課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業Ｄｏ！プラン業務委託にかかる委託料の支出について（５月分）
496,213

西成区役所 市民協働課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　西成区コミュニティ育成事業　業務委託料（第１回目分）の支出について
6,431,400

西成区役所 市民協働課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災活動事業　地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について
25,800

西成区役所 市民協働課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区地域防災リーダー研修会における報償金の支出について（６月15日分）
20,320

西成区役所 市民協働課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市西成区「地域活動協議会」補助金の支出について（概算払い）
50,078,213

西成区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区イメージアップ推進事業にかかる西成大そうじ用ポリ袋購入経費の支出について
119,221

西成区役所 市民協働課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯対策事業用防犯カメラ電気使用料の支出について（６月分）
1,854

西成区役所 市民協働課 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 関西電力柱への防犯カメラ設置可否事前調査にかかる経費の支出について（通学路への防犯カメラ設置事業用＜あいりん地域環境整備事業＞）
52,272

西成区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６、７月分）
432

西成区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６、７月分）
5,442

西成区役所 市民協働課 平成26年07月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６、７月分）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール車両の継続検査（車検）時にかかる自賠責保険料及び自動車重量税の支出について（地域安全対策事業用）
26,370

西成区役所 市民協働課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車両の継続検査（車検）時にかかる自賠責保険料及び自動車重量税の支出について（地域安全対策事業用）
2,500

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 未利用地を活用した緑化推進事業用コスモス他１０点購入経費の支出について
239,522

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（６月分）
246

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（６月分）
2,026

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（６月分）
1,760

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（６月分）
1,370

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（６月分）
5,514

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（６月分）
1,394

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用 後納郵便料金の支出について（6月分）
7,994

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（６月分）
4,286

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市西成区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる委託料の支出について（第１回支払）
9,574,000

西成区役所 市民協働課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（６月分）
246

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年６月支給決定分の支出について
148,135

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２６年７月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２６年７月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
30,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用住基カードカラーリボン外１点の購入経費の支出について
54,561

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
13,357

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２６年６月支給決定分の支出について
1,734,867

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金（管理）国民健康保険徴収用レターパックの購入経費にかかる支出について
15,300

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２６年７月１６日支払予定分）
926,323

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年７月支給決定分の支出について
349,937

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年７月支給決定分の支出について
350,000
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西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当用まち付き封筒他１３点の購入経費にかかる支出について
820

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当用まち付き封筒他１３点の購入経費にかかる支出について
119,199

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金（保険）国民年金事務用郵便切手の購入経費にかかる支出について
40

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２６年７月支給決定分の支出について
340,062

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２６年７月支給決定分の支出について
1,088,310

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２６年７月支給決定分の支出について
34,840

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便６月分の支出について
148,084

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便６月分の支出について
246

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（６月分）
14,472

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（６月分）
54,229

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（６月分）
10,492

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（６月分）
1,680,320

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（６月分）
251,275

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般・退職還付金の支出について（平成２６年７月３１日支払予定分）
289,141

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般・退職還付金の支出について（平成２６年７月３１日支払予定分）
12,367

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（６月分）
205,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（６月分）
241,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見用申立書の収入印紙・予納郵便切手購入経費の支出について
800

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
148,979

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
119,767

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
84,585

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
70,592

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所７月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所７月分消耗品費（通常保育分）の支払について
210,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館における電気使用料の支払いについて（５月分）
167,821

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
132,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 分館整備事業用スキャナおよび生活保護法施行事務用ノートほか１５点購入経費の支出について
97,535

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
2,592

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費の支出について
1,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
34,357

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
59,049

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
18,350

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費の支出について
9,760

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　庁用器具費 分館整備事業用スキャナおよび生活保護法施行事務用ノートほか１５点購入経費の支出について
50,399

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
2,160

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
104,223

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,860

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,320

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費・教材代・校外活動費の支出について
298,441

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
13,519

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費の支出について
15,991

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
42,498

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
10,995

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
1,296

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費の支出について
19,980

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・検査料の支出について
101,160

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・検査料の支出について
78,950

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度「児童虐待防止ボランティア支援事業」外１件選定会議開催にかかる報償金の支出について
50,475
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西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年４月分）の支出について
6,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年４月分）の支出について
480

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館運営用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２階　５月分）
19,257

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（５月分）
6,998

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
186,134

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
73,988

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,538

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
271,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
59,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
58,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
100,420

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年４月分）の支出について
5,440

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年４月分）の支出について
300

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）・子育て支援室事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
32,902

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年４月分）の支出について
1,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年４月分）の支出について
730

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,910

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,722

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
4,320

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
233,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
322,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
8,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支給について
2,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
2,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
396,728

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
379,356

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
169,580

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
334,690

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
338,015

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
388,953

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
393,724

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
396,976

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
160,892

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
35,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
1,019,940

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
5,514

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
71,270

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年5月決定分）
155,826

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年5月決定追加分）
229,827

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
131,043

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
233,075
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西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
280,235

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
81,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
139,908

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,102

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
261,667

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
19,950

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
246,834

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
170,285

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
183,936

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
141,223

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
141,042

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 健康づくり事業用血管年齢測定器の購入経費の支出について
243,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,149

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
209,394

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
288,057

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
334,476

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
157,464

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
3,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
3,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
83,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
80,190

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
1,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 青少年健全育成西成区民大会事業用開催ポスター・チラシ印刷にかかる経費の支出について
48,708

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
3,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費・家財処分料の支出について（生活扶助費）
331,560

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費・家財処分料の支出について（生活扶助費）
339,120

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
211,508

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
371,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
203,482

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
291,041

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
188,563

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・妊婦検診料・移送費の支出について（生活扶助費）
224,275

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
219,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
295,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
395,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
149,976

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
271,834

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
269,889

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・出産にかかる処置料の支出について
91,730

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・診察料・検診料・食事療養費の支出について
84,190

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　１８０日超入院診療費・移送費の支出について
355,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・診察料・検査料の支出について
101,490

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年5月決定食事分）
853,270

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
23,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
16,350

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
31,794

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
253,455
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西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
60,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
172,325

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
222,512

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
229,348

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
67,893

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年5月決定分）
321,680

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年5月決定分）
69,240

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第２四半期分）
438,948

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　５月分
5,460

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　５月分
11,850

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
148,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
199,367

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
179,194

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
17,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　５月分
2,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２６年６月分）
49,780

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　５月分
5,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　６月分
1,824

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用プリンタートナー購入経費の支出について
37,584

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　６月分
14,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　６月分
3,150

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
187,633

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
236,428

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,558

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,104

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
545,117

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
170,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
6,151

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
3,680

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
90,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
79,954

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について
167,760

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用複写機賃貸借料（その２）の支出について（５月分）
15,153

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
361,103

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
245,931

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
223,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
109,745

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料・検査料・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
242,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
273,458

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
218,494

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
384,613

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
119,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
271,744

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
264,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
215,511

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,552,390
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西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,562,960

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,898,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
1,792,860

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　６月分
4,704

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　６月分
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師報償金の支出について（６月分）
10,380

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる助産師報償金の支払について（平成２６年６月分）
11,160

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２６年６月分）
267,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月18日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 あいりん地域環境整備事業（巡回・啓発等）業務委託経費の支出について（第2四半期概算払）
41,322,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館ガス使用料の支払いについて（６月分）
1,137

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年5月決定分）
199,063

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用ゴム印購入経費の支出について
62,703

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分・２回目）
350,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（６月分）
31,190

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第２四半期分）
162,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第２四半期分）
180,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第２四半期分）
118,020

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第２四半期分）
99,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（平成26年6月分）
68,163

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,273

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 成年後見申立用等の切手・印紙購入経費の支出について
16,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
118,936

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
46,737

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
193,416

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
311,449

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
142,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
311,490

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
439,848

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
1,749,532

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出（第二四半期分）について
162,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 成年後見申立用等の切手・印紙購入経費の支出について
16,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見申立用等の切手・印紙購入経費の支出について
7,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（５月分・大阪府医師会）
1,065,138

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入について（６月分）
17,884

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（６月分）
3,021

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
183,015

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
360,652

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
360,889

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
281,235

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
165,312

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
228,918

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
211,454

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
192,589

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
280,828

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
211,242
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西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
249,197

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
202,462

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
339,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
187,690

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる分館療養相談等業務従事医師報償金の支出について（平成26年6月分）
99,560

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金（平成２６年６月分）の支出について
197,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活困窮者就労準備支援モデル事業にかかる出張旅費の支出について
21,560

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,128

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
2,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入の実施経費の支出について（平成26年6月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
98,040

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,104

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会にかかる出張旅費の支出について
93,480

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
47,952

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
79,920

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（８月分）
186,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく住宅維持費の支出について（住宅扶助費）
106,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（８月分）
92,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（８月分）
600,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
129,050

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
5,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
15,041

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
331,372

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（８月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
335,474

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
80,590

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
323,486

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
322,118

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（８月分）
1,100,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
3,024

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所７月分賄材料費の支払について
4,576,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業業務委託費支出について（６月分）
251,083

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第２四半期分）
105,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支給について
12,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第３期西成区地域福祉アクションプラン「平成２５年度活動報告・平成２６年度活動計画」印刷経費の支出について
200,448

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（６月分）
1,832

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
87,445

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について
163,524

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について
232,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について
300,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
298,623

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
258,116

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
237,139

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
268,408

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
175,460
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西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
41,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
187,541

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
226,783

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
187,774

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,848

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
6,664

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
7,367

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
6,372

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
37,926

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費支出について（介護扶助費）
3,780

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
52,690

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・移送費・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
164,840

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
86,040

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料・診察料の支出について（医療扶助費）
77,160

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,889,928

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,740,365

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）受講料の支出について
206,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について
11,280

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について
297,712

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について
22,712

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
303,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
20,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用朱肉ほか１０点および分館運営用机の購入経費の支出について
89,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（６月分）
18,654

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（平成26年6月分）
356,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,384

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
276,725

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（６月分）
169,713

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用現金書留封筒購入経費の支出について
63,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用朱肉ほか１０点および分館運営用机の購入経費の支出について
105,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業業務委託費の支出について（6月分）
559,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第２四半期分）
240,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（6月分）
4,587

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館における電気使用料の支払いについて（６月分）
176,705

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
1,906

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（６月分）
5,998

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託経費の支出について（平成26年6月分）
2,831,760

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区高齢者地域見守り事業業務委託費支出について（第２四半期分）
1,577,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（６月分）
4,713

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（６月分）
3,445

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
1,438

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
5,902

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
57,814
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西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
3,198

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
250

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
37,828

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
3,936

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
2,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
551

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成２５年８・９・１０・１１・１２月・平成２６年１・２・３月））
3,344

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成２５年８・９・１０・１１・１２月・平成２６年１・２・３月））
336

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
4,680

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
6,680

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
770

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（６月分）
490

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用複写機賃貸借料（その２）の支出について（６月分）
25,777

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
31,825

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（６月分）
3,220,829

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（６月分）
245,218

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（６月分）
93,896

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
141,274

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
174,861

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
676

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
3,336

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
1,499

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
5,470

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
140

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
26,556

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
16,117

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
10,101

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
2,870

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
23,148

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
4,383

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
7,561

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
12,150

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
174

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
9,730

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（６月分）
12,102

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
4,442

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
174

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年６月分）
61,331

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年６月分）
8,832

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）・子育て支援室事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（６月分）
36,035

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年６月分）
113,283

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
16,808

西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年６月分）
3,450
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西成区役所 保健福祉課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（６月分）
5,750

市会事務局 総務担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 交際費　議会交際費 議会交際費（平成２６年７月～９月分）の支出について
50,000

市会事務局 総務担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　電話機増設工事（議員控室用）の実施経費の支出について
11,610

市会事務局 総務担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託の実施経費（５月分）の支出について
542,160

市会事務局 総務担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（５月分）
111,300

市会事務局 総務担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（５月分）の支出について
64,333

市会事務局 総務担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用ファクシミリ感熱記録紙外９点の購入経費の支出について
362,858

市会事務局 総務担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 市会事務局事務用麦茶の購入経費の支出について
8,640

市会事務局 総務担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 市会事務局事務用議長用机上標外１点の購入経費の支出について
17,280

市会事務局 総務担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（６月支払分）の支出について
49,629

市会事務局 総務担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 全国市議会議長会 第１９６回理事会出席に伴う出張旅費の支出について
19,230

市会事務局 総務担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（平成２６年度指定都市市（議）会事務協議会次長（部長）会出席）
27,300

市会事務局 総務担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 全国市議会議長会 第１９６回理事会出席（随行）に伴う出張旅費の支出について
33,680

市会事務局 総務担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２６年６月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（６月支払分）の支出について
46,127

市会事務局 総務担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２６年７月分）の支出について
44,118,000

市会事務局 総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
108,999

市会事務局 総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
27,321

市会事務局 総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
10,923

市会事務局 総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
6,150

市会事務局 総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　後納郵便料金（市会だより郵送分）口座引落用資金の支出について
143,500

市会事務局 総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（６月支払分）の支出について
35,724

市会事務局 総務担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年７月分）（資金前渡受領者口座振込分）
85,000

市会事務局 総務担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年７月分）（所得税等）
13,342,820

市会事務局 総務担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年７月分）（口座振込分）
53,948,180

市会事務局 総務担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張旅費（６月分）の支出について
8,060

市会事務局 総務担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリン給油費（平成２６年５月分）の支出について
30,512

市会事務局 総務担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
800

市会事務局 総務担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 正副議長車用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成２６年５月分）の支出について
29,350

市会事務局 総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（６月分）
111,300

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
121,743

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（６月分）（市会図書室）
271,764

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（６月分）
51,462

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
108,999

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（６月支払分）の支出について
41,325

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（６月分）
53,352

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（６月分）
16,826

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（６月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市会正副議長用パソコン等機器一式借入経費の支出について（６月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入契約の実施並びに同経費の支出について（６月分）
28,274

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局庁内情報利用パソコン用プリンタ機器一式借入経費の支出について（６月分）
6,296

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
54,573

市会事務局 総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（３台分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
9,220

市会事務局 総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（６月支払分）の支出について
19,311

市会事務局 総務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局用　市会議長・副議長名刺の作成経費の支出について
11,664

市会事務局 総務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 議員等在席表示システム開発・運用保守業務委託経費の支出について（４～６月分）
54,678

市会事務局 総務担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 全国市議会議長会 第１９６回理事会出席に伴う出張旅費の支出について
38,460

市会事務局 総務担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 全国市議会議長会 第１９６回理事会出席（随行）に伴う出張旅費の支出について
38,460
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市会事務局 総務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
113,036

市会事務局 総務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
113,036

市会事務局 総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（６月支払分）の支出について
30,188

市会事務局 議事担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年４月大阪市会特別委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
43,092

市会事務局 議事担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年２月、２・３月大阪市会常任委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 議事担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年度通常予算に関する大阪市会常任委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 政策調査担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（平成26年度栄典担当者初任者研修出席）
2,300

市会事務局 政策調査担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　追録購入経費支出について
5,805

市会事務局 政策調査担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 議員他用大阪市会要覧（別冊）「平成２６年６月版」の経費支出について
32,400

市会事務局 政策調査担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市会要覧「平成２６年６月版」の印刷経費支出について
396,360

市会事務局 政策調査担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市会だより（平成２６年７月発行分）に係る印刷経費支出について
1,239,699

市会事務局 政策調査担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 指定都市市会事務協議会分科会（調査関係）への出席について
73,420

市会事務局 政策調査担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　広告料 大阪市会だより（平成２６年７月発行分）に係る新聞折り込み経費支出について
2,681,346

市会事務局 政策調査担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
17,172

市会事務局 政策調査担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会広報用 点字版「大阪市会だより」（７月号）の制作・送付委託経費の支出について
28,000

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 旅費　委員旅費 人事委員会委員用　第57回全国人事委員会連合会公平審査事務研修会の出席にかかる旅費支出負担行為決議兼支出命令について
36,660

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ外１件購入経費の支出いついて
154,656

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（６月分）の支出について
2,800

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（６月分）の支出について
2,408

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（６月分等）
124,579

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　分担金 一般事務用　平成26年度全国人事委員会連合会分担金の支出について
197,000

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞及び日本経済新聞（４月～６月分）購入経費の支出について
51,276

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（４月～６月分）購入経費の支出について
24,222

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（４月～６月分）購入経費の支出について
24,222

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（４月～６月分）購入経費の支出について
24,222

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方行政（４月～６月分）購入経費の支出について
17,172

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（平成26年6月分）の支出について
2,700

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成26年6月分）の支出について
10,373

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成26年6月分）の支出について
112,087

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（平成26年6月分）の支出について
3,132

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料（平成26年6月分）の支出について
20,247

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（６月分）の支出について
72,314

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（平成26年6月分）の支出について
12,695

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（６月分）の支出について
2,999

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（６月分）の支出について
297,317

行政委員会事務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（６月分）の支出について
6,231

行政委員会事務局 監査課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出について（平成26年度６月分）
13,824

行政委員会事務局 任用課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員の任用等に係る業務委託料の支出について（１回目）
1,494,504

行政委員会事務局 任用課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　教養問題集①外１点の印刷及び同経費の支出について
241,488

行政委員会事務局 任用課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員（事務行政（18-21）・学校事務（府費負担）・身障）採用試験関係書類（ご案内・概要等）の点字訳業務について
102,330

行政委員会事務局 任用課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員（事務行政（18-21）・学校事務（府費負担）・身障）採用試験関係書類（ご案内・概要等）の点字訳業務について
101,020

行政委員会事務局 任用課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　身体障がい者を対象とした採用試験要綱、申込用紙の調製及び同所要経費の支出について
24,576

行政委員会事務局 任用課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　身体障がい者を対象とした採用試験要綱、申込用紙の調製及び同所要経費の支出について
61,446

行政委員会事務局 任用課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　事務物品（２点）の購入に係る経費の支出について
11,934

行政委員会事務局 任用課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験における市立大学周辺会場警備委託の支出について
61,992

行政委員会事務局 任用課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム機器長期借入契約に係る使用料の支出について（６月分）
59,724

行政委員会事務局 調査課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 公平審査関係事務用　第57回全国人事委員会連合会公平審査事務研修会への出席について
32,660

行政委員会事務局 調査課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　筆耕翻訳料 公平審査事務用　平成24年（不）第１号事案第４回口頭審理速記料の支出について
38,800
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行政委員会事務局 調査課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査システム用機器一式の長期借入契約にかかる支出について（６月分）
13,813

行政委員会事務局 選挙課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用図書の買入経費の支出について
60,264

行政委員会事務局 選挙課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（６月分）
10,584

行政委員会事務局 選挙課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（６月分）
39,300

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 調度事務用トナーカートリッジ外１点の購入及び同所要経費の支出について
49,010

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度第１回指定都市教育委員・教育長協議会への出席及び出張旅費の支出について
74,320

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用　デジタル製版一体型印刷機２点買入の実施にかかる経費の支出について
589,680

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 連絡調整グループ事務用　市内出張交通費（５月分）の支出について
1,160

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　判例時報ほか1点の購入経費の支出について
2,090

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　事務椅子の購入並びに同経費の支出について
42,768

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成２６年度　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（６月分）
21,816

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　地方財務実務提要外３点の購入経費の支出について
143,986

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出について（６月分）
696,371

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について（６月分）
714,384

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　委員旅費 平成26年度第１回指定都市教育委員・教育長協議会への出席及び出張旅費の支出について
66,375

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
937

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　新版逐条地方自治法ほか1点の購入経費の支出について
20,547

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（単価契約）の実施及び同所要経費の支出について（６月分）
130,774

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２５年度予算決算説明書（第１分冊）の印刷経費の支出について
53,190

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（６月分）
181,948

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 「地方公共団体　契約実務の要点」追録（62～65号）の購入及び同所要経費の支出について
9,080

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 連絡調整グループ事務用　市内出張交通費（６月分）の支出について
1,620

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
85,671

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
80,740

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
80,740

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　毎日新聞の購読にかかる経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
80,740

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　事務椅子の購入にかかる経費の支出について
37,908

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　大阪日日新聞の購読にかかる経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
12,300

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる消耗品費の支出について（６月分）
402,998

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　祝辞文印刷用連続帳票購入経費の支出について
32,400

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　外部通報窓口設置にかかるFAX回線使用料の支出について（６月分）
2,703

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　人事異動に伴う電話回線の新設にかかる経費の支出について
11,610

教育委員会事務局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（６月分）
198,853

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成26年度全国公立学校建築技術協議会第１回幹事会外２件にかかる旅費の支出について
38,250

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　無停電電源装置（ＵＰＳ)の購入経費の支出について
45,036

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続の実施経費の支出について（４・５月分）
535,680

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続の実施経費の支出について（４・５月分）
224,640

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続の実施経費の支出について（４・５月分）
86,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 工事請負費　改修工事費 浪速区恵美須西教育管理用地に係る鋼板塀建て直し及び補強応急工事の支出について
120,960

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用「建設工事紛争予防・解決の手引き132号・133号」の購入経費の支出について
9,550

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「水道六法264－265号」の購入にかかる経費の支出について
9,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　マグネットスクリーン　外３点購入経費の支出について
882,576

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設事務用　施設台帳図面管理システム利用パソコン等一式借入に伴う保守業務委託経費の支出について（再リース）（６月分）
16,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 校舎建設事務用　施設台帳図面管理システム利用パソコン等一式借入経費の支出について（再リース）（６月分）
3,682

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　マグネットスクリーン　外３点購入経費の支出について
91,692

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　再生トナーカートリッジの購入経費の支出について
47,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 校舎補修等整備事業用　保全整備業務管理システム利用パソコン等一式借入経費の支出について（再リース）（６月分）
4,104

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用榎並小学校外１件にかかる用地使用料（４～３月分）の支出について
358,800
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教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用東淡路小学校外１校の借地料（４～６月分）の支出について
3,212,550

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用十三小学校借地料（６月分）の支出について
797,418

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用豊崎小学校外４校の借地料（４～６月分）の支出について
27,965,253

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用淀川小学校外２校の借地料（４～６月分）の支出について
7,928,340

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用加美小学校借地料（４～６月分）の支出について
15,057,138

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用四貫島小学校借地料（４～６月分）の支出について
12,123,765

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用南中学校借地料（６月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用美津島中学校借地料（４～６月分）の支出について
13,464,279

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　教師用実験台　外５点購入経費の支出について
8,299,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 啓発小学校におけるガス吸収式冷房機運転業務委託にかかる経費の支出について（6月分）
174,960

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　校内放送設備一式購入経費の支出について
613,440

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　窓下書架購入経費の支出について
294,192

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　集塵機購入経費の支出について
118,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　ファイル外１６点購入経費の支出について
33,615

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（第１四半期）
324,554

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
1,727,995

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
267,840

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
595,161

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
249,583

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
647,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
112,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
38,397

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
43,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
19,199

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続の実施経費の支出について（６月分）
36,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（第１四半期）
1,260,353

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（第１四半期）
1,761,202

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託料の支出について（５月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託料の支出について（５月分）
30,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託料の支出について（５月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託料の支出について（５月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託料の支出について（５月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託料の経費支出について（５月分）
30,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　教師用実験台（その３）購入経費の支出について
324,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
605,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
1,181,304

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
1,165,644

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
1,425,492

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
669,268

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
254,956

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
51,869

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
63,828

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（６月分）
15,935
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教育委員会事務局 施設整備課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（７月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 学事課 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入経費の支出について
11,588

教育委員会事務局 学事課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校選択制アンケートにかかる返信用封筒の作成及び同所要経費の支出について
85,307

教育委員会事務局 学事課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（６月分）
14,901

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入及び同所要経費の支出について
3,981

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　アルコール検知器の購入経費の支出について
31,104

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教職員の評価・育成システムにかかる目標設定面談時の手話通訳派遣及び同経費の支出について
4,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生トナーカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
24,948

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 公募校長予算の執行にかかる弁護士相談費用の支出について
20,250

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入及び同所要経費の支出について
59,244

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 追録（地方公務員実務提要　外２点）の購入及び同所要経費の支出について
143,949

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　ルーズリーフ　外28点の購入及び同所要経費の支出について
72,630

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,330

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　ゴム印の購入経費の支出について
1,598

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,415

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（６月分）
47,530

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　印刷機用マスターロール外１点の購入経費の支出について
60,264

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校園におけるセクシュアル・ハラスメント相談事業の相談員の報奨金の支出について（６月分）
78,960

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公募校長支援担当６月分電話代の支出について
3,295

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校園営繕園芸事務所勤務者にかかるヤッケ外２点の購入経費の支出について
52,317

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校園営繕園芸事務所勤務者にかかるヤッケ外２点の購入経費の支出について
41,266

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（６月分）
11,567

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（６月分）
636

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（６月分）
1,422

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市一種免許状取得免許法認定講習会場としての大阪教育大学使用料の支出について
121,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　校園文書等逓送業務委託（６月分）の支払いについて
4,280,941

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室・校園営繕園芸事務所職員）の支払について（５月分）
16,040

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入経費の支出について
9,420

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　バッテリウェルダ用バッテリ　外1点の購入経費の支出について
68,364

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　アルコール検知器用マウスピース外1点の購入経費の支出について
17,820

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400な9062）
168,458

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ45ぬ3125）
171,849

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400と5069）
11,286

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400と5255）
10,206

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（６月分）
18,380

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（6月分）
112,549

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　苗代サービスセンター外３件にかかる回線通信料（７月分）の支払いについて
17,496

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線の使用経費の支出について（5月分）
25,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用色上質紙外２点の購入経費の支出について
30,456

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用電話機の購入経費の支出について
17,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断事業用　切手の購入にかかる経費の支出について
77,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用学校給食執務ハンドブック追録購入経費の支出について
7,260

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器買入に関する経費の支出について
1,294,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成26年4月分）
489,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成26年4月分）
205,553

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健推進事業用　追録（逐条解説学校保健法規集）購入にかかる経費の支出について
30,641

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 学校保健推進事業用　全国学校保健主事会会費の支出について
10,000
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 平成26年度学校給食事業にかかる公募型プロポーザル方式入札の選定委員会報償金の支出について
44,280

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（４月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２６年度「歯・口の健康教室」事業に係る委託料の支出について(５月分）
522,144

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　分担金 学校保健推進事業用　第67回近畿養護教諭研究協議会分担金の支出について
300,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 学校保健推進事業用　近畿学校保健主事研究協議会会費の支出について
15,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（５月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 平成26年度学校給食の衛生管理に関する指導者講習会参加にかかる経費の支出について
33,610

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用使い捨て手袋の購入経費の支出について
7,698

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 平成２６年度指定都市学校保健・安全・給食主管課長会議参加にかかる管外出張旅費の支出について
35,640

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 平成２６年度指定都市学校保健・安全・給食主管課長会議参加にかかる出張命令および所要経費の支出について
72,880

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 平成26年度　検食用給食の配送（バイク便）の実施について（6月分）
15,876

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（６月分）
50,455,641

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（６月分）
63,725,232

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（６月分）
131,965,406

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 平成２６年度大阪市教育委員会事務局学校給食用食材調達及び管理業務（４月～８月）の経費支出について（食材費６月分）
283,968,973

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中央小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
1,971,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,466,700

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫島小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,546,523

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,553,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南百済小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
1,966,720

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,910,699

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
2,220,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
2,364,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,493,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 伝法小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,144,646

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立磯路小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
3,036,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立西九条小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
1,417,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立福島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
4,021,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小松小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,972,256

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
2,004,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 粉浜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
1,917,846

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 日吉小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,387,360

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,767,150

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新高小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,578,338

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,447,046

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立墨江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,874,430

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校給食用食材配送業務委託Ａコース（小学校・特別支援学校）経費の支出について（６月分）
8,489,446

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加美南部小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
3,294,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 放出小学校の学校給食調理業務委託実施経費の支出について（６月分）
2,745,456

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉出戸小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,427,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立岸里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
1,426,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,453,319

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
2,646,000
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北恩加島小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
1,611,456

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
2,356,199

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立金塚小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
2,664,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立五条小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
4,779,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,860,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,232,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加賀屋東小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,147,817

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,233,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,593,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鴫野小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
5,899,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,605,599

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,449,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立本田小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
3,858,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 瓜破小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,068,647

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 弁天小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,000,840

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
2,241,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 晴明丘小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,213,040

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,155,776

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北巽小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
1,966,720

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立育和小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
1,889,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長居小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
2,565,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立平野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
3,717,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市教育委員会事務局学校給食用食材調達及び管理業務（４月～８月）の経費支出について（６月分委託料）
12,096,133

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中津小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
1,430,784

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,445,399

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校給食用食材配送業務委託Ｂコース（小学校・特別支援学校）経費の支出について（６月分）
5,932,832

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三津屋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
3,101,895

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立井高野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
3,267,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳（中学校）購入経費の支出について（６月分）
23,135,507

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線の使用経費の支出について（6月分）
25,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（6月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（６月分）
1,413,432

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 平成２６年度大阪市教育委員会事務局学校給食用食材調達及び管理業務（４月～８月）の経費支出について（食材費６月分）
3,013,977

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（６月分）
1,785,158

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（６月分）
3,445,370

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校給食用食材配送業務委託Ｂコース（小学校・特別支援学校）経費の支出について（６月分）
166,198

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市教育委員会事務局学校給食用食材調達及び管理業務（４月～８月）の経費支出について（６月分委託料）
338,853

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校給食用食材配送業務委託Ａコース（小学校・特別支援学校）経費の支出について（６月分）
237,818

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 就学時健康診断事業用　宛て名ラベルの買入れにかかる経費の支出について
20,442

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（６月分）
113,292

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成26年度検便検査にかかる業務委託経費の支出について（６月分）
447,897

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
16,105,832

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
13,361,208

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南港桜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（６月分）
1,842,246

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
1,539,000
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（６月分）
1,613,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（６月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
12,934,122

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）（食材費）
19,293,407

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
16,682,512

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
11,742,743

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
13,407,581

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）（食材費）
12,335,129

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
8,723,661

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）（調理経費等）
11,397,544

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食個別配膳業務委託（単価契約）（第４ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
201,510

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
12,970,498

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食個別配膳業務委託（単価契約）（第６ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
533,216

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）（調理経費等）
20,365,208

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
13,204,653

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
13,701,288

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
7,847,910

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（６月分）
12,511,021

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　大正区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
48,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託経費の支出について(4月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託経費の支出について（5月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託経費の支出について（6月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 第５５回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会参加にかかる所要経費の支出について
37,240

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 中学校給食用、アンケートにかかる保護者返信用封筒の印刷経費の支出について
73,008

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　手数料 中学校給食用、中学校給食食品検査（タンパク質の電気泳動）にかかる経費の支出について
97,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 定期健康診断事業用　平成26年度　市立柏里小学校外56校における尿検査・寄生虫卵検査（児童・生徒）業務委託料の支出について
4,801,604

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 定期健康診断事業用　平成26年度　市立桜宮小学校外43校における尿検査・寄生虫卵検査（児童・生徒）業務委託料の支出について
3,953,264

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 不当労働行為事件における労働委員会調査出頭にかかる出張旅費の支出について
29,260

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度　復職面談用評価票の購入経費の支出について
22,812

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事務用プリンタートナー購入経費の支出について
32,486

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成26年度教職員健康診断等業務委託経費の支出について（第１回中間払）
4,580,064

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　公務員給与事務提要外２点の購入経費の支出について（第１回）
27,774

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 教職員相談事業用　教職員カウンセリングルーム電気使用料の支出について（平成２６年６月使用分）
2,972

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度教職員カウンセリングルーム管理費の支出について（平成２６年８月分）
91,671

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度船場センタービル修繕積立金の支払いについて（平成２６年８月分）
10,701

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度大阪市指定文化財の指定についての答申にかかる経費の支出について
37,830

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 西成区花園北一丁目（今宮中学校）における長橋遺跡発掘調査報告書作成業務委託の経費の支払について
2,758,320

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 平成26年度指定都市文化財行政主管者協議会出席にかかる資料代の支払いについて
5,000

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 H26年度全国近代化遺産活用連絡協議会 総会・フォーラム〈若桜大会〉の旅費の支払いについて
20,610

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 大阪城保存管理計画に関する協議への出席および旅費の支出について
30,540

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護担当事務用品木製イーゼルほか７点の購入にかかる経費の支払いについて
46,370

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪国際平和センター運営費補助金の支出について（上半期分）
17,289,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪国際平和センター運営費補助金の支出について（上半期分）
5,700,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立大阪城音楽堂機械警備業務経費の支出について（５月分）
19,440

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市立大阪城音楽堂におけるコピー料金の支出について（５月分）
592

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もと城北市民学習センターにかかる維持管理分担金（光熱水費分、消耗品費分）の支出について(5月分)
257,624

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 「平成26年度社会教育委員連絡協議会」参加にかかる委員報酬の支出について
16,005

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度第１回大阪市社会教育委員会議にかかる委員報酬の支出について
144,045
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 大阪市立生涯学習センター指定管理予定者選定会議（第１回）委員謝礼の支出について
68,360

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成26年度指定都市社会教育委員連絡協議会への出席にかかる旅費の支出について
18,240

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 「平成26年度指定都市社会教育主管課長会議及び社会教育委員連絡協議会」出席にかかる旅費の支出について
17,880

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 「平成26年度指定都市社会教育主管課長会議及び社会教育委員連絡協議会」出席にかかる旅費の支出について
18,240

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 夏休みファミリー劇場ワークショップ実施にかかる消耗品の購入経費の支出について
4,374

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立生涯学習センター管理運営業務委託料の支出について（第２四半期分）
23,051,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度　視覚障がい者成人学校事業業務委託の実施にかかる経費の支出について
865,080

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度一般社団法人全国社会教育委員連合への会費の支払いについて
70,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
9,160

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
909

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,504

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,095

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,640

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について（平成２６年６月分）
8,931

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について（平成２６年６月分）
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について（平成２６年６月分）
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について（平成２６年６月分）
596,313

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立総合生涯学習センターにかかる施設管理費等の支出について（７月分）
4,702,337

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立クラフトパークの管理運営業務委託料の支出について（第２四半期）
3,692,750

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成２６年度夏休みファミリー劇場周知用チラシの印刷経費
204,120

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（４月分）２目
25,960

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　キッズプラザ大阪にかかる賃借料の支出について（７月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 平成２６年度近畿地区社会教育研究大会（大阪大会）の参加資料代の支出について
4,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（７月分）
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務の実施並びに委託料の支出について（第１四半期分）
37,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務の実施並びに委託料の支出について（第１四半期分）
14,808

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務の実施並びに委託料の支出について（第１四半期分）
37,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務の実施並びに委託料の支出について（第１四半期分）
1,174,212

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと生江青少年会館外８館機械警備業務委託費の支出について（第１四半期）
482,760

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 大阪市立大阪城音楽堂清掃業務委託経費の支出について（６月分）
187,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ６月分）
10,297

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市立大阪城音楽堂におけるコピー料金の支出について（６月分）
771

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ６月分）
368,334

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について（６月分）
25,056

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立大阪城音楽堂機械警備業務経費の支出について（６月分）
19,440

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度　聴覚障がい者成人学校事業業務委託の実施にかかる経費の支出について
997,380

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立大阪城音楽堂舞台等運営業務経費の支出について（６月分）
1,080,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立阿倍野市民学習センターにかかる施設管理費等の支出について（８月分）
2,871,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校図書館司書教諭講習会場利用料の支出について
132,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業にかかる報償金について（6月選定会議）
37,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（５月分）
97,545

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業　カラ―ペーパー購入経費の支出について
68,774

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業　ＣＤ-Ｒ外３点購入経費の支出について
72,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業「Oxford　Readindg　Tree -Stage 1　More First Words Pack」外37点の購入経費の支出について
2,025,177

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業　ｍｐｉ「SuperStar　Songs2DVD」外10点の購入経費の支出について
1,353,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 日本・スイス青少年交流使節団派遣生徒研修会（７月１２日実施）にかかる会場使用料の支出について
5,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（５月分）
179,470

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（５月分）
479,960
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（6月13日）
77,010

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上実技研修会（野球教室）」の開催経費の支出について（６月２１日）
89,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(５月分）
395,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 平成２６年度国際理解教育推進事業通訳指導者にかかる損害保険料の支出について
80

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 平成２６年度国際理解教育推進事業通訳指導者にかかる損害保険料の支出について
2,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（５月分）
195,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業学習ボランティア講師謝礼にかかる経費支出について（４月分）
196,650

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 平成２６年度部活動技術指導者にかかる指導者損害保険の加入経費の支出について
280,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（４月分）
7,495,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 公設民営学校にかかる打ち合わせへの出張旅費の支出について
115,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 職業教育訓練センター用オートオイル外２点購入にかかる経費の支出について
20,304

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 放課後ステップアップ事業にかかる指導員報償金口座振替不能分再支出について（５月分）
2,694

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分）
17,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 職業教育訓練センター用おしぼり専用調整剤外２点購入及び所要経費の支出について
74,088

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分）
830

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 日本・スイス青少年交流使節団派遣生徒研修会（７月１９日実施）にかかる会場使用料の支出について
4,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度大阪府小学校長会会費の支出について
4,470,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 外国指導助手（ＡＬＴ）の契約期間満了による帰国旅費の支出について
1,112,220

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学習支援上の機器等教材活用促進事業「ｉTunesCard」の購入にかかる経費の支出について
250,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 コア学科カリキュラム作成委員会　平成２６年度第１回「ソーシャルマインド」部会への出席にかかる出張旅費の支出について
2,990

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 平成２６年度国際理解教育推進事業通訳指導者にかかる損害保険料の支出について
80

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 平成２６年度国際理解教育推進事業通訳指導者にかかる損害保険料の支出について
4,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 英語イノベーション事業　平成26年度外国語指導助手（ＡＬＴ）にかかる市・府民税の支出について（年間分）
10,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校重点校研修（第5回）実施に係る事前研修(1)の実施にかかる経費の支出について（7月4日）
19,384

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校重点校研修（第5回）実施に係る事前研修(2)の実施にかかる経費の支出について（7月7日）
19,124

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 放課後ステップアップ事業用スポーツ安全保険料の支出について（６月分）
17

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 放課後ステップアップ事業用スポーツ安全保険料の支出について（６月分）
110

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 放課後ステップアップ事業用スポーツ安全保険料の支出について（６月分）
11

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 放課後ステップアップ事業用スポーツ安全保険料の支出について（６月分）
3,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 放課後ステップアップ事業用スポーツ安全保険料の支出について（６月分）
5,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 放課後ステップアップ事業用スポーツ安全保険料の支出について（６月分）
35,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成26年度第17回日本・スイス青少年（中学生）交流事業にかかる渡航及び現地活動諸手配業務委託料の支出について
3,259,739

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の経費支出について
21,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度インクルーシブ教育合理的配慮スタッフ謝礼金の支出について（６月分）
21,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 桜宮高校コア学科カリキュラム作成委員会（第１回ソーシャルマインド部会）の開催経費の支出について
6,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（６月分）
232,430

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 大阪市高等学校海外派遣事業（オーストラリア）にかかる付添旅費の支出について
103,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教科書採択事業にかかる高等学校教科用図書（２６８点）の購入経費の支出について
231,275

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度もと幼児教育センター清掃業務委託経費支出について（６月分）
16,146

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立高等学校生徒海外派遣（オーストラリア）にかかる渡航及び現地活動諸手続業務委託経費の支出について
4,256,798

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 第２回学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
23,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 第３回学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
27,614

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議評価部会の開催及び同所要経費の支出について
34,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（朝日自動車）の支出について（第１四半期分）
6,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（新大阪タクシー）の支出について（第１四半期分）
82,670

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議評価部会の開催及び同所要経費の支出について
34,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 第２回学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
23,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 第３回学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
27,613
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（新大阪タクシー）の支出について（第１四半期分）
57,930

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第３回学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
27,613

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議評価部会の開催及び同所要経費の支出について
34,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第２回学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
23,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議評価部会の開催及び同所要経費の支出について
34,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 第３回学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
9,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 第２回学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
23,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語音声指導支援ボランティア活動にかかる報償金の支出について（６月分）
131,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業学習ボランティア講師謝礼（４月分）の口座振替不能にかかる再支出について
3,233

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成26年度日本・スイス青少年(中学生）交流事業にかかる引率者旅費の支出について
101,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について（６月分）
80,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）６月分にかかる経費の支出について
95,904

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市学校支援人材バンク活用事業　人材バンクシステム機器一式借入にかかる経費の支出について（６月分）
8,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成22年度契約開始分）にかかる経費の支出について（６月分）
35,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業ボランティア講座講師謝礼金の支出について（6月分）
14,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 言語力の向上支援事業にかかる報償金の支出について（6月分②）
48,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 施設一体型小中一貫校におけるピア・サポート研修会開催にかかる経費支出について（７月９日）
13,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業支援員研修会（第1回）にかかる報償金の支出について
76,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学校元気アップ地域本部事業連絡用切手購入にかかる経費の支出について
28,090

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学校在宅重度障がい児スクーリング用車両運行業務委託料にかかる経費の支出について（第１四半期分）
28,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料にかかる経費の支出について（第１四半期分）
2,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 国際バカロレアディプロマプログラムを実施するコースの見学等にかかる出張旅費の支出について
41,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業用英語教材「We CAN Phonics1フォニックス練習帳」ＣＤ外５点購入経費の支出について
3,400,206

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２６年度小中一貫教育の推進事業にかかる「小中一貫校児童生徒募集」ポスター外１点の印刷経費の支出について
129,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所　情報教育用コンピュータ機器一式借入にかかる経費の支出について（再リース）（６月分）
831,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム保守業務（長期継続）にかかる経費の支出について（６月分）
28,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 中央高等学校　学校管理システム保守業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
162,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム保守業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（６月分）
43,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
366,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校　情報教育用コンピュータ機器一式借入にかかる経費の支出について（再リース）（６月分）
67,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費の支出について（６月分）
1,429,272

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
226,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
1,080,432

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
29,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立工芸高等学校　情報教育用コンピュータ機器一式借入にかかる経費の支出について（再リース）（６月分）
168,782

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
458,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
639,122

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
404,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
4,687

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
582,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
1,045,116

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　情報教育用コンピュータ機器一式借入経費の支出について（再リース）（６月分）
79,596

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
659,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（６月分）
30,024

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修の実施にかかる経費の支出について（7月9日）
15,460
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度人権教育総合推進地域事業における他文化学習会の謝礼金の支出について（7月14日）
9,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校経営支援業務（法律相談）報酬（６月分）にかかる経費支出について
65,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校重点校研修（第5回）実施に係る事前研修(3)の実施にかかる経費の支出について（7月11日）
15,555

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成26年度教育課程研究指定校事業新規委嘱連絡協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
29,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２６年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代の経費支出について（６月分）
2,703

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度自立活動支援事業委託料の支出について（第２四半期分）
4,000,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度もと幼児教育センター昇降機設備保守点検業務及び遠隔監視業務の所要経費の支出について
249,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学校等在籍児童等支援業務委託にかかる経費の支出について（6月分）
2,764,671

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　分担金 第２２回大阪府産業教育フェア開催にかかる分担金の支出について
350,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料の支出について（第１四半期分）
51,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料の支出について（第１四半期分）
118,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(６月分）
500,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度児童虐待防止支援対策事業（相談窓口）報償費（６月分）にかかる経費支出について
66,710

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（６月分）
1,423,730

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 国際バカロレアディプロマプログラムを実施するコースの見学等への出張旅費の支出について
46,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 職業教育訓練センター用印刷機マスター外６点の購入及び所要経費の支出について
74,336

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）住之江特別支援学校分
2,909,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校児童・生徒通学用タクシー運行にかかる経費の支出について（６月分）
88,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
884,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
997,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
884,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）　　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
2,036,664

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）生野特別支援学校分
3,855,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
5,715,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
1,020,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
972,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）１コース
1,056,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
1,041,012

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
1,542,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
7,076,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
3,628,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
3,946,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）　　　視覚特別支援学校分
4,963,490

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,927,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
918,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）
2,721,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）　　　（生野特別支援学校分）
1,212,015

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（６月分）　　　東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）分
1,879,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 外国語指導助手（ＡＬＴ）貸与家電処分に伴うリサイクル料金の支出について
69,216

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年度幼稚園介助アルバイト（６月分）にかかる経費支出について
2,274,565

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（６月分）
127,170

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「第１回子どもの体力向上推進委員会」の開催経費の支出について（７月２日）
40,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「体力向上モデル校講習会」にかかる経費支出について（７月１６日）
50,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（日本タクシー）にかかる経費の支出について（第１四半期分）
24,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（６月分）
193,910

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（６月分）
624,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校重点校研修（第5回）実施に係る事前研修(4)の実施にかかる経費の支出について（7月14日）
13,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（５月分）
756,450
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 放課後ステップアップ事業指導員報償金の支出について（6月分）
6,588,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（6月13日）
12,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（５月分）
8,668,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業に係る支援員報償金の支出について（６月分）
2,351,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修の実施にかかる経費の支出について（7月9日）
11,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット６月分電話代の支出について
7,182

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度手話通訳指導員派遣業務委託経費の支出について（第１四半期分）
687,456

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立大池中学校「学校元気アップ地域事業」研修会の講師謝礼にかかる支出について
13,260

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 昭和中学校区地域本部研修「子育て支援教室」開催スタッフ養成研修会の講師謝礼にかかる支出について
17,200

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 大阪市史編纂事業用古書　絵葉書『大阪・難波橋附近』外３点の購入経費の支出について
11,880

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 大阪市史編纂事業用古書『松竹座建築概要』の購入経費の支出について
15,180

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度読売新聞の購読経費の支出について（４月～６月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金(5月分）の支出について
2,853

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度毎日新聞の購読経費の支出について（４月～６月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度産経新聞の購読経費の支出について（４月～６月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度朝日新聞の購読経費の支出について（４月～６月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成26年度大阪市史編纂事業の所要経費の支出について(第２四半期分）
7,024,261

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金5月分の支出について
431,862

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金６月分の支出について
107,115

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金５月分の支出について
152,273

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金６月分の支出について
27,035

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金６月分の支出について
1,110

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金５月分の支出について
21,133

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理料分担金の支出について(５月分）
5,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備料分担金の支出について（５月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金5月分の支出について
42,129

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金5月分の支出について
366,292

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金5月分の支出について
81,225

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館空気環境測定業務の支出について（5月分）
3,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館廃棄物収集運搬・処理費分担金の支出について（5月分）
19,062

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金５月分の支出について
17,901

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金５月分の支出について
24,529

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金５月分の支出について
106,940

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金５月分の支出について
253,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用ファクシミリ用感熱記録紙外8点の買入経費の支出について
46,796

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用ポリ袋外３点の買入経費の支出について
38,880

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金６月分の支出について
120,884

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（５月分）
200,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（５月分）
15,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金5月分の支出について
245,752

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金6月分の支出について
14,127

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金6月分の支出について
199,710

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館水道料金6月分の支出について
15,149

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金5月分の支出について
60,423

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（５月分）
100,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館空調熱便機消耗品取替費用の支出について
39,204

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館空気環境測定業務分担金の支出について（４月～５月分）
6,739

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金６月分の支出について
22,903
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館機械警備業務委託経費の支出について（6月分）
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（6月分）
6,554,177

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館外４館窓口業務委託経費の支出について（6月分）
7,551,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（6月分）
7,344,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立図書館図書等逓送業務委託経費の支出について（6月分）
2,540,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館機械警備業務委託経費の支出について（6月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用城東図書館機械警備業務委託経費の支出について（6月分）
5,184

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 自動車文庫事業用大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託経費の支出について（6月分）
580,608

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立東淀川図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（6月分）
5,702,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立西淀川図書館他４館窓口等業務委託経費の支出について（6月分）
6,421,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館窓口等業務委託経費の支出について（6月分）
12,663,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用中央図書館送受信兼用ファクシミリ装置借入経費の支出について（6月分）
17,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
29,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金6月分の支出について
242,398

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金6月分の支出について
67,166

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大淀複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
46,189

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
15,486

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用中央図書館産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（6月分）
26,730

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大正複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
37,470

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（6月分）
615,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東成複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
86,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（５月・追加分）の支出について
80,980

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
46,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金５月分の支出について
123,683

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金５月分の支出について
10,286

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 平成26年度一般維持管理用切手の購入経費の支出について
6,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　西成複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
18,354

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
18,594

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用天王寺図書館機械警備業務委託経費の支出について（6月分）
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 淀川図書館機械警備業務委託経費の支出について（6月分）
8,748

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　此花複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
25,380

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用東住吉図書館機械警備業務委託経費の支出について（6月分）
8,532

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～～６月分）
129,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　住之江複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
29,673

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　生野複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
93,312

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務経費の支出について（６月分）
1,128,956

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館機械警備委託料分担金の支出について（５月分）
2,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館清掃費分担金の支出について（５月分）
7,849

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館塵芥処理委託料分担金の支出について（６月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレベーター保守点検料分担金の支出について（6月分）
22,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 福島図書館機械警備料分担金の支出について（4月～6月分）
7,466

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用地域図書館（北図書館外２２館）コピー代の支出について（４～６月分）
260,442

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用中央図書館コピー代金（6月分）の支出について
25,807

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金6月分の支出について
301,054

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（６月分）
3,134

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（５月分）
12,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（6月分）
229,288

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（６月分）
141,000
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（６月分）
12,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（6月分）
929

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託料の支出について（6月分）
6,674

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（6月分）
31,726

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（５月分）
410

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（６月分）
410

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（６月分）
17,780

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館電気・水道料金６月分の支出について
7,947

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館電気・水道料金６月分の支出について
131,862

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 福島図書館外２館清掃業務委託料の支出について（６月分）
177,043

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（6月分）
59,551

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（５月分）
137,199

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（６月分）
121,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館清掃業務委託料の支出について（６月分）
1,552,815

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（６月分）
137,199

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託料の支出について（6月分）
104,566

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託料の支出について（６月分）
101,510

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 島之内図書館外２館清掃業務委託料の支出について（6月分）
180,455

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（６月分）
66,466

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館清掃業務委託料の支出について（6月分）
60,778

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（6月分）
178,931

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立此花図書館　清掃業務委託料の支出について（6月分）
62,640

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（６月分）
380,627

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立北図書館　清掃業務委託料の支出について（６月分）
68,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託料の支出について（６月分）
55,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立港図書館　清掃業務委託料の支出について（6月分）
45,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金６月分の支出について
118,278

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東住吉複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
35,167

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　都島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
31,259

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
108,540

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　阿倍野複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
147,420

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 北図書館受水槽・高架水槽保守点検料分担金の支出について（26年度分）
12,461

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館空調設備業務委託料分担金の支出について（４半期１回目）
144,281

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館機械警備委託料分担金の支出について（４月～６月分）
10,368

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館機械警備委託料分担金の支出について（４月～６月分）
12,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　港複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～６月分）
32,931

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　此花図書館　閲覧室空調機修繕経費の支出について
25,920

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　福島図書館外１館　閲覧室空調機修繕経費の支出について
117,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 平成２６年度指定都市立図書館長会議にかかる出張旅費の支出について
55,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金７月分の支出について
172,649

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金７月分の支出について
13,191

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館噴水設備管理・自動潅水メンテナンス委託料分担金の支出について
51,418

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度指定都市立図書館長会議にかかる参加者負担金（２名分）の支出について
12,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,536

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
14,258

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金６月分の支出について
153,765

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金4月分の支出について
6,970

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金の支出について（７月分）
111,706
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金７月分の支出について
708

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金5月分の支出について
76,173

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金5月分の支出について
7,515

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金6月分の支出について
397,886

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金６月分の支出について
28,343

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金4月分の支出について
78,631

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金６月分の支出について
275,735

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金の支出について（７月分）
19,976

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理料分担金の支出について（６月分）
5,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備料分担金の支出について（６月分）
21,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成26年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス(5月)の協力者謝礼金の支出について
231,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用大型ステープラー外12点の購入経費の支出について
199,983

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度障がい者サービス事業用録音雑誌の購入経費の支出について（４～６月）
16,560

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ブックコートフィルム外８点の購入経費の支出について
800,992

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用色上質紙の購入経費の支出について
342,360

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用折りたたみアルミ書架の購入および同経費の支出について
155,520

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書整理用タトルテープ外５点の購入経費の支出について
356,238

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域図書館事業用業務レシート用感熱ロール紙の購入経費の支出について
894,240

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用液状のり（詰め替え用）外１８点の購入同経費の支出について
32,390

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用中央図書館児童向け行事にかかる講師謝礼金の支出について（7月）
7,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成26年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス（６月）の協力者謝礼金の支出について
216,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用回転ゴム印外５点の購入経費の支出について
68,050

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用ドアストッパー外4点の購入経費の支出について
101,628

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 平成26年度大阪連続講座にかかる交通費の支出について
480

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（６月地域図書館）
29,380

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（６月中央図書館）
121,732

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用図書予約カード外3点の印刷経費の支出について
279,180

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ケント紙外１点の購入経費の支出について
27,108

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書整理用テプラカートリッジ外７点の購入経費の支出について
71,247

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外2館閲覧用ハングル雑誌経費支出にかかる口座振替不能分の再支出について（5月分）
59,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　5月分
63,852

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　4月～5月分
73,036

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（5月分）
238,369

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（5月分）
237,211

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（5月分）
203,906

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分その２）
571,586

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分その２）
4,198,998

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分）
296,686

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分）
398,257

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分）
270,468

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分）
353,381

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外18館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分）
285,544

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分）
2,177,633

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分）
1,666,940

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分）
1,828,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分）
2,454,272

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外18館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（５月分）
1,759,970
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌購入経費の支出について（5月分）
1,003,941

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（5月分）
304,895

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（5月分）
310,262

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について　4月分
85,668

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（5月分）
1,071,256

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（６月分）
6,569,121

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（６月分）
3,299,724

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（６月分）
307,648

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　6月分
101,931

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
27,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　4月～6月分
108,987

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用ドラムカートリッジの購入経費の支出について
39,744

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　4月～6月分
69,852

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外4館閲覧用中国語雑誌購入経費の支出について　6月分
22,342

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
16,851

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　4月～6月分
62,343

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
41,004

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　4月～6月分
514,089

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用ハングル雑誌購入経費の支出について　6月分
42,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
37,599

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
22,170
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
36,333

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外１０館閲覧用官報購入経費の支出について　4～6月分
120,153

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　4月～6月分
109,014

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
36,633

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
37,599

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用ベトナム語新聞購入経費の支出について　4月～6月分
14,287

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌購入及び同所要経費の支出について　4～6月分
72,035

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌購入経費の支出について　6月分
73,556

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
46,707

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
27,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館外1館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分その１）
584,012

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外1館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分その１）
4,292,045

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成26年6月分)
2,853

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（ファイバーリンクlight/IP8)の支出について(平成26年6月分)
16,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成26年6月分)
17,500

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表プレミアム」使用料の支出について(平成26年6月分)
8,910

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について(平成26年6月分)
138,240

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成26年6月分)
12,510

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「LexisASONE」使用料の支出について(平成26年6月分)
17,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成26年7月分)
224,640

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成26年6月分)
76,770

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「D1-Law.com」使用料の支出について(平成26年6月分)
68,490

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　6月分
41,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分その２）
534,979

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分その２）
3,930,668

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（6月分）
261,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（6月分）
257,130

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供経費の支出について(イーサネットVPN 平成26年6月分)
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「e-レファレンス・ライブラリー」使用料の支出について(平成26年4月-6月分)
69,984

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「エコロジーエクスプレス」使用料の支出について(平成26年4月-6月分)
51,192

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JRS経営情報」使用料の支出について(平成26年6月分)
10,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JDreamⅢ」使用料の支出について(平成26年4-6月分)
153,576

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(平成26年6月分)
64,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」使用料の支出について(平成26年4月-6月分)
36,450

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について(平成26年6月分)
44,010
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「医学中央雑誌Web版」(医中誌Web)使用料の支出について(平成26年4月-6月分)
52,650

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経テレコン21」使用料の支出について(平成26年6月分)
85,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ使用料の支出について(NTT西日本平成26年6月分)
6,231

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成26年6月分)
42,768

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経BP記事検索サービス」使用料の支出について(平成26年4月-6月分)
162,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「薬事日報　電子版」使用料の支出について(平成26年4月-6月分)
11,880

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「The Sankei Archives」使用料の支出について(平成26年4月-6月分)
58,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「NICHIGAI/WEB magazineplus」使用料の支出について(平成26年4月-6月分)
61,857

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「５年次研修会（１）」開催にかかる報償金の支出について
16,180

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事務用印刷機インク外1点の購入経費の支出について
387,720

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用に事業にともなう講師謝礼等にかかる経費の支出について
15,380

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
11,180

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
7,100

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修「鶴見区人権教育講演会」実施にかかる報償金の経費支出について
9,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
9,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 情報教育研究事業におけるインクカートリッジ外購入にかかる経費の支出について
135,799

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 消火栓設備の緊急修繕にかかる経費支出について
48,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 音楽室エアタイトドアのグレモン装置取替修理にかかる所要経費の支出について
124,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託長期継続にかかる経費支出について（平成26年4月分）
327,002

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託長期継続にかかる経費支出について(平成26年５月分）
327,002

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「特別支援教育コーディネータースタンダード研修(２)」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について（謝礼金額の変更）
16,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 養護教諭・養護職員研修会（１）実施にかかる報償金の支出について
14,680

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「特別支援教育担当者研修（１）」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,820

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 研究指定園研究推進研修会にかかる報償金の支出について
8,420

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「平成26年度新任教頭研修会（２）」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
7,580

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 発達障がい支援講座(１)にかかる報償金の支出について
11,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 ５年次研修会（１）－①外４件の研修にかかる手話通訳派遣業務委託の実施経費の支出について
41,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 ５年次研修会（１）－①外４件の研修にかかる手話通訳派遣業務委託の実施経費の支出について
26,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度都道府県指定都市教育センター所長協議会分担金の納入について
28,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
10,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年５月分）
924,151

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
26,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
27,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年５月分）
366,319

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年５月分）
104,769

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年５月分）
43,839

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　備品修繕料 紙折り機及び丁合機の緊急修理にかかる経費支出について
45,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議に係る報償金の支出について
15,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修にかかる印刷用インク等の買入経費支出について
44,874

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 情報モラル研修会実施にかかる報償金の支出について
28,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
386

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
13,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 エアコン室内機の緊急修理にかかる所要経費の支出について
61,214

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業における研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
24,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業における研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,220

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にともなう講師謝礼等経費の支出について
21,300
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
23,840

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
23,640

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修（東ブロック）実施にかかる実習材料の経費支出について
15,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について(６月分)
182,520

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる契約の支出について(平成２６年６月分)
35,035

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
174,312

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
217,188

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年６月分)
133,056

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
10,108

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
3,275,242

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
2,371,572

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
11,036

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月)
1,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,973,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
537,615

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,984,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,780,834

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
62,208

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,905,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,814,270

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
724,788

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入西ブロック（その２）にかかる経費の支出について(平成２６年６
月分） 1,879,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入南ブロック（その２）にかかる経費の支出について(平成２６年６
月分) 1,890,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費支出額の変更について(平成２６年６月)
81,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
855,042

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
738,707

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
836,802

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
2,400,451

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,499,375

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
312,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
235,950

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
2,759

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
955,588

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
134,784

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
15,552

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,780,834

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,732,098

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,058,832

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(北ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
15,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入西ブロック（その２）にかかる経費の支出について(平成２６年６
月分） 1,308,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,428,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,765,670

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,560,937

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
1,051,056

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
96,293

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
17,280



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
961,632

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入南ブロック（その２）にかかる経費の支出について(平成２６年６
月分) 1,553,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
116,064

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月)
540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
117,158

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
34,485

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
203,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
219,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
68,018

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
107,136

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
109,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
52,477

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
18,150

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年５月分）の支出について
12,350

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年５月分）の支出について
116,990

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年５月分）の支出について
22,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年５月分）の支出について
800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年５月分）の支出について
43,740

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年５月分）の支出について
1,640

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年５月分）の支出について
1,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
137,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
530,489

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入北ブロック（その２）にかかる経費の支出について(平成２６年６
月分) 1,900,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入東ブロック（その２）にかかる経費の支出について(平成２６年６
月分） 2,116,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
255,290

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
85,111

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入東ブロック（その２）にかかる経費の支出について(平成２６年６
月分） 825,390

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入北ブロック（その２）にかかる経費の支出について(平成２６年６
月分) 1,072,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年６月分)
81,216

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（幼教研　第１ブロック）研修会にかかる報償金の経費支出について
17,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 栄養教諭・学校栄養職員課題別研修会（１）実施にかかる報償金の支出について
15,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 校園長研修会（２）実施にかかる報償金の支出について
15,100

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用図書室用雑誌(６月分)買入にかかる経費の支出について
14,759

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２６年６月分）
764,284

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかる堀江小学校増学級へのICT環境整備の経費支出について(平成２６年６月)
3,609

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）(平成２６年６月分)
7,582,269

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２６年６月分)
16,291

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２６年６月分)
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２６年６月分）
1,549,874

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）(平成２６年６月分)
4,348,815

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２６年６月分)
16,290

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２６年６月分）
656,889

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２６年６月分）
1,291,560



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２６年６月分)
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（その２）にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
360,828

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議（２）にかかる報償金の支出について
140,260

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」選定検討会議に向けた事前意見交換会（２）にかかる経費支出について
12,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学力向上を図る学習支援事業」民間事業者を活用した教員スキルアップ講座業務委託の公募型企画競争方式選定委員会（事業者検討会議）にかかる経費支出について
40,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」実施選定・検討会議及び事前意見交換会（１）にかかる経費支出について
32,340

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 学校活性化事業（がんばる先生支援）英語科教員海外研修における職員の海外出張（オーストラリア）にかかる経費支出について
1,408,220

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 養護教諭・養護職員実技研修会の実施にかかる報償金の支出について
23,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 養護教諭・養護職員実技研修会の実施にかかる報償金の支出について（１）
14,640

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「５年次研修会（２）‐②」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「５年次研修会（２）‐①」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,100

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター清掃業務委託長期継続の経費支出について(平成26年6月分）
327,002

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センターエレベーター保守点検業務委託にかかる経費の支出について(平成26年4月～6月分）
567,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム（高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック）保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年6
月) 394,403

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年６月分)
1,153,071

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム（高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック）保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年6
月) 269,778

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年６月分)
456,062

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年６月分)
69,401

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム（高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック）保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年6
月) 53,956

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年６月分)
38,666

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム（高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック）保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年6
月) 24,903

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 新校舎完成にともなうLAN構築業務におけるスイッチングHUBの設置及び設定にかかる経費の支出について（鶴橋小学校）
172,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「学級集団づくり研修会Ⅱ」開催にかかる報償金の支出について
22,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事務用トナーカートリッジ外１点の購入経費の支出について
51,678

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事務用セロハンテープ外１５点の購入経費の支出について
183,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（５月分）の支出について
3,152

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」フォニックス指導講座２にかかる報償金の支出について
12,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 全国人権教育研究協議会教育課題別研究会及びフィールドワーク参加に伴う資料代の支出について
3,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費支出について（平成26年４月～６月分）
11,145

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」タブレット貸出にかかる検討会議にかかる報償金の支出について
34,940

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（池島小学校）にかかる報償金の経費支出について
18,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」フォニックス指導講座３にかかる報償金の支出について
12,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（焼野小学校）にかかる報償金の経費支出について
20,680

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（幼教研　第５ブロック研究部）研修会にかかる報償金の経費支出について
9,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（常盤小学校）にかかる報償金の経費支出について
12,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（幼教研　第５ブロック研究部）研修会にかかる報償金の経費支出について
10,880

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小学校　理科部会）への出席にかかる経費支出について
27,420

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・中　道徳部会）への出席にかかる経費支出について
38,060

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中学校　数学部会）への出席にかかる経費支出について
28,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小学校　体育部会）への出席にかかる経費支出について
28,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・中　音楽部会）への出席にかかる経費支出について
37,880

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小学校　算数部会）への出席にかかる経費支出について
28,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・中　総則部会及び総合的な学習の時間部会）への出席にかかる経費の支出について
37,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中学校　理科部会）への出席にかかる経費支出について
28,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小学校　社会部会）への出席にかかる経費支出について
28,840

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中学校　技術部会）への出席にかかる経費支出について
28,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中学校　保健体育部会）への出席にかかる経費支出について
28,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中学校　外国語部会）への出席にかかる経費支出について
29,380
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（家庭部会）への出席にかかる経費支出について
37,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中学校　社会部会）への出席にかかる経費支出について
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中学校　国語部会）への出席にかかる経費支出について
29,380

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小学校　国語部会）への出席にかかる経費支出について
28,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・中　図画工作部会）への出席について
37,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用プリントヘッドの購入経費の支出について
32,724

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 小学校教育課程研修会体育②（実技研修会）の実施にかかる施設使用料の支出について
20,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にともなう講師謝礼等経費の支出について
24,720

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（５月分）
50,410

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（５月分）
10,030

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（５月分）
27,590

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（５月分）
480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（５月分）
48,650

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小・中学校理科接続改善実技研修会用電気分解装置外１３点の購入経費の支出について
100,282

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター中央監視盤装置保守点検業務委託にかかる経費支出について（平成26年4月～6月分）
189,540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業における研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業における研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業における研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,720

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用「内外教育」（平成２６年４月～６月分）の購読にかかる経費支出について
12,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」タブレット貸出にかかる検討会議にかかる報償金の支出について
16,530

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校等推進教員対象研修会にかかる報償金の支出について
14,340

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(３２２)にかかる出張旅費の支出について(６月分）
4,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０２）にかかる管外出張旅費の支出について（６月分－２）
29,380

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０２）にかかる管外出張旅費の支出について（６月分－１）
28,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３０９）にかかる管外出張旅費の支出について（６月分－２）
11,920

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１８）にかかる管外出張旅費の支出について（６月分－２）
9,520

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１８）にかかる管外出張旅費の支出について（６月分－１）
9,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３０９）にかかる管外出張旅費の支出について（６月分－１）
12,580

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 研究指定園研修会にかかる報償金の支出について（長吉第二幼稚園）
24,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 発達障がい専門講座(２)にかかる報償金の支出について
12,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センター用事務用品の買入経費支出について
23,976

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センター用事務用品の買入経費支出について
19,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　毎日新聞外購読料（４月～６月）にかかる経費支出について
23,121

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 全人教「豊かな人権教育の創造」実践交流会参加にかかる資料代の支出について
3,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センター用事務用品の買入経費支出について
10,044

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
924,151

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
366,319

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
104,769

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
43,839

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（特支教研・知的障がい教育部会）研修会にかかる報償金の経費支出について
17,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」選定検討会議に向けた事前意見交換会（２）にかかる経費支出について
14,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１１）にかかる管外出張旅費の支出について（６月分）
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　読売新聞購読料（４月～６月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（６月分）の支出について
6,303

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 来客用のガス小型瞬間湯沸器及びガス一口コンロの購入経費支出について
45,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度全国特別支援教育センター協議会年会費の納入について
4,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度近畿地区教育研究（修）所連盟分担金の納入について
20,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について(平成２６年６月分)
811,188
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
1,150,848

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
509,328

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
73,872

教育委員会事務局 管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
42,768

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（入学資金）の支出について（再支出１）
140,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　７月３日払）の支給について
37,980,843

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　７月３日払）の支給について
42,610,279

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　７月３日払）の支給について
74,699,122

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　７月３日払）の支給について
6,164,896

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（５月分）
52,682

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（入学資金）の支出について（再支出２）
105,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
149

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
12,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師料の支出について（平成２６年６月２７日実施分）
21,780

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託経費の支出について（６月分）
71,280

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入経費の支出について（６月分）
23,940

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　７月３日払における口座振替不能）の再支給について
183,625

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　７月３日払における口座振替不能）の再支給について
217,433

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　７月３日払における口座振替不能）の再支給について
24,150

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　７月３日払における口座振替不能）の再支給について
122,847

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 業務用ゴム印買入経費の支出について
1,533

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム用サーバ装置等　長期借入経費の支出について（平成２６年６月分）
48,300

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事務管理用学校経営管理センター事務所の賃借経費の支出について（７月分）
5,461,437

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（６月分）
19,796

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 就学援助用　平成２６年度　電子計算機処理業務委託（就学援助保護者口座パンチ入力）経費の支払について（２回目）
9,389

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（６月分）
8,560

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（６月分）
480

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（６月分）
13,510

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（６月分）
55,220

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（６月分）
8,385

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（６月分）
1,383,912

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（６月分）
150,584

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（６月分）
17,014

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（６月分）
3,880

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ６月分）
15,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（６月分）
45,132

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務用上質紙外２点の購入経費の支出について
32,400

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務用上質紙外２点の購入経費の支出について
6,480

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用ＦＡＸ用トナーカートリッジ外２点の購入経費の支出について
142,624

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務用上質紙外２点の購入経費の支出について
17,928

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　備品修繕料 管理用丁合機の修理経費の支出について
16,200

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ６月分）
251,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（６月分）
207,236

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（６月分）
339,460

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　７月３日払の再支給における口座振替不能）の再々支給について
22,500

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　７月３日払の再支給における口座振替不能）の再々支給について
14,756

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　７月３日払の再支給における口座振替不能）の再々支給について
7,000

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度　大阪府高等学校野球連盟加盟金の支出について
315,000



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（６月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（６月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（６月分）
27,540

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（６月分）
49,003,542

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（６月分）
95,887,341

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,468,090

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,851,965

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,718,268

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東住吉区、平野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
2,283,048

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,076,709

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,609,242

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）６月分
21,600

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,651,294

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,912,275

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（６月分）
29,008,562

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（６月分）
14,625,335

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
805,169

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
585,943

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
706,858

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
493,492

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 東住吉区、平野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,110,672

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
678,264

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
662,629

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
957,913

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（６月分）
4,398,638

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（６月分）
8,297,483

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
89,726

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
100,646

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
63,861

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
90,435

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
380,616

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
47,331

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
106,535

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（６月分）
1,927,732

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（６月分）
3,756,976

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
53,268

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
63,861

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
47,331

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 東住吉区、平野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
123,408

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
50,323

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
45,218

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
54,374

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
130,902

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
9,679,325

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
3,025,278

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
2,219,357

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
305,434

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
2,011,739
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教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,895,946

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,940,488

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
2,476,396

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
416,078

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
1,782,071

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
765,982

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
179,925

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
805,593

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
977,525

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
785,463

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
940,553

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
102,131

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
243,765

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
78,379

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
130,337

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
26,708

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
73,236

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
108,340

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
14,057

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
51,066

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
78,379

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
130,337

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）４～６月分
24,412

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平成26年度　給食費用啓発ビラの作成に係る経費の支出について
217,231

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金等の経費支出について（６月分）
486,883

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（４月～６月分）
29,441

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（４月～６月分）
12,290

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（４月～６月分）
1,685

教育委員会事務局 学務担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（４月～６月分）
1,015

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（７月支給分）
55,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 平成２６年度　雇用保険料の支出について
143,843

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　労働災害保険料の支出について
31,854

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　雇用保険料の支出について
143,214

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　労働災害保険料の支出について
1,713

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 平成２６年度　雇用保険料の支出について
372,043

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　労働災害保険料の支出について
12,589

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　雇用保険料の支出について
8,312

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 平成２６年度　雇用保険料の支出について
33,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　労働災害保険料の支出について
467

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　雇用保険料の支出について
3,092

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 平成２６年度　雇用保険料の支出について
504,812

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　雇用保険料の支出について
52,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　労働災害保険料の支出について
48,868

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　社会保険料 平成２６年度　雇用保険料の支出について
33,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　労働災害保険料の支出について
1,005

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　雇用保険料の支出について
2,948

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 市費負担教員の失業者の退職手当について
446,879

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 職員の退職手当について
16,691,063
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２６年７月　給与の支出について
14,692,262

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２６年７月　給与の支出について
106,223,530

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年７月　給与の支出について
1,197,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年７月　給与の支出について
14,663,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年７月　給与の支出について
3,206,440

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
15,078

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年７月　給与の支出について
190,697

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年７月　給与の支出について
2,623,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年７月　給与の支出について
755,979

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月　報酬の支出について
9,204,283

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年７月　アルバイト賃金の支出について
201,843

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月　報酬の支出について
291,260

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月　報酬の支出について
14,262,605

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月　報酬の支出について
991,608

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年７月　給与の支出について
317,738,414

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年７月　給与の支出について
31,026,450

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年７月　給与の支出について
12,512,409

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年７月　給与の支出について
55,379,028

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２６年７月　給与の支出について
259,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
254,248

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年７月　給与の支出について
3,021,639

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
18,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年７月　給与の支出について
7,602,814

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年７月　給与の支出について
402,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２６年７月　給与の支出について
1,952,734

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
44,056

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（７月分）の支出について
102,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月　報酬の支出について
3,771,907

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年７月　アルバイト賃金の支出について
5,353,627

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（６月分）
18,622,561

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年７月　給与の支出について
65,524,330

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年７月　給与の支出について
40,090,589

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年７月　給与の支出について
4,032,438

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年７月　給与の支出について
15,314,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２６年７月　給与の支出について
225,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年７月　給与の支出について
42,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
184,275

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年７月　給与の支出について
702,040

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
1,678,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年７月　給与の支出について
2,707,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年７月　給与の支出について
521,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２６年７月　給与の支出について
545,101

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
50,130

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月　報酬の支出について
191,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（６月分）
5,067,892

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年７月　アルバイト賃金の支出について
2,266,032

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年７月　給与の支出について
39,022,982

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年７月　給与の支出について
442,529,269
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年７月　給与の支出について
12,690,940

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年７月　給与の支出について
57,287,366

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年７月　給与の支出について
2,890,565

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
1,372,457

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年７月　給与の支出について
300,135

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２６年７月　給与の支出について
5,481,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２６年７月　給与の支出について
4,286,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
6,153,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年７月　給与の支出について
6,760,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年７月　給与の支出について
6,433,067

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２６年７月　給与の支出について
99,889

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月　報酬の支出について
26,421,783

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年７月　アルバイト賃金の支出について
2,487,604

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年７月　給与の支出について
17,211,162

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年７月　給与の支出について
19,480,507

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年７月　給与の支出について
1,031,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年７月　給与の支出について
5,004,159

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
77,898

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年７月　給与の支出について
293,586

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
83,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年７月　給与の支出について
936,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年７月　給与の支出について
268,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２６年７月　給与の支出について
46,519

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年７月　給与の支出について
14,448

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月　報酬の支出について
272,320

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年７月　アルバイト賃金の支出について
1,508,416

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与支給事務用「地方公務員給与実態調査ハンドブック」の追録加除の経費支出について
7,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援用パソコンの人事異動に伴う移設作業業務委託の経費の支出について（グループ４）
237,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（６月分）
181,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（６月分）
524,175

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係るパソコンサービス利用料金の支出について（６月分）
10,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用サーバ関係機器等借入（長期継続契約）の経費の支出について（６月分）
155,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（６月分）
486

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援用パソコンの人事異動に伴う移設作業業務委託の経費の支出について（グループ１，３，５）
233,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（６月分）
1,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（６月分）
3,616

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（６月分）
18,090

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（６月分）
25,488

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託の経費支出について（６月分）
18,506

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（６月分）
179,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（６月分）
48,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（６月分）
166,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）の経費の支出について（６月分）
344,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援システム用支援サービス業務委託の経費の支出について（第１６回中間払い）（６月分）
55,409,427

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援用パソコンの人事異動に伴う移設作業業務委託の経費の支出について（グループ２）
108,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入経費の支出について（６月分）
33,825

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム（旧学校財務会計システム）用サーバ装置等長期借入経費の支出について（６月分）
1,775,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入経費の支出について（６月分）
149,558
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（６月分）
1,443,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（６月分）
489,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（６月分）
4,157,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入経費の支出について（６月分）
238,680

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（６月分）
13,396

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム（旧学校財務会計システム）用サーバ装置等長期借入経費の支出について（６月分）
6,651,374

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（６月分）
14,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用機器一式再借入の経費の支出について（一期調達）（６月分）
211,636

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）の経費の支出について（６月分）
897,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（６月分）
604,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入経費の支出について（６月分）
1,012,219

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用機器一式再借入の経費の支出について（二期調達）（６月分）
9,244

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（６月分）
155,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用サーバ関係機器等借入（長期継続契約）の経費の支出について（６月分）
632,124

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（６月分）
188,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（６月分）
8,136

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（６月分）
485,931

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（６月分）
195,085

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（６月分）
553,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（６月分）
203,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（６月分）
2,051,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（６月分）
30,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（６月分）
2,256,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（６月分）
2,859,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（６月分）
2,689,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（６月分）
2,443,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（６月分）
308,409

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（６月分）
317,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（６月分）
116,495

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（６月分）
121,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（６月分）
107,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（６月分）
5,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（６月分）
1,510,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（６月分）
1,347,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（６月分）
1,736,282

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（６月分）
1,550,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（６月分）
20,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（６月分）
1,175,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（６月分）
167,095

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（６月分）
1,550,270

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（６月分）
1,809

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（６月分）
163,385

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（６月分）
6,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（６月分）
1,515,850

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の支出について（６月分）
91,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（６月分）
55,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（７月分）の支出について
18,723,398

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（６月分）の支出について
4,858,424
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（６月分）の支出について
1,296,276

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 社会保険料（６月分）の支出について
26,706

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 職員の退職手当について
3,801,310

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用グループセキュリティ使用料の支出について（６月分）
1,512

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用グループセキュリティ使用料の支出について（６月分）
820

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（６月分）
498,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料にかかる経費の支出について（６月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（６月分）の支出について
1,533,712

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（６月分）
736,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（７月分）の支出について
64,911,964

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（６月分）の支出について
7,259,012

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（６月分）の支出について
52,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（６月分）の支出について
428,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（７月分）の支出について
13,838,186

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（６月分）の支出について
6,601,210

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（６月分）の支出について
27,740

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（６月分）の支出について
371,713

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（７月分）の支出について
85,295,006

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（６月分）の支出について
11,747,046

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（６月分）の支出について
480,249

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（６月分）の支出について
235,010

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（７月分）の支出について
6,130,954

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（６月分）の支出について
1,288,688

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（６月分）の支出について
26,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（６月分）の支出について
174,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,688,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
77,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
11,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　備品修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 備品購入費　図書購入費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ホタル学習にかかる講師謝礼の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
55,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外の購入の支出について
46,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
17,257,408
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 川の水調査セット購入の支出について
27,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホウキスペア外購入の支出について
141,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ツインキャリーファイル外購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　他購入の支出について
131,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
66,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
73,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード他購入の支出について
82,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票印刷の支出について
49,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シールほかの購入の支出について
62,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
177,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート　外　購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外の支出について
44,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バトミントンラケット外購入の支出について
24,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸カルシウム購入の支出について
12,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンペーパー　外７点購入の支出について
11,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾スタンド外購入の支出について
79,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布他購入の支出について
8,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー他購入の支出について
132,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用しゃもじ外購入の支出について
104,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
91,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歴史年表　外　購入の支出について
174,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
65,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室ガス回転釜用部品購入の支出について
3,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 熱冷却シート他の購入の支出について
21,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンギマグネット外購入の支出について
89,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
49,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンター　ほかの購入の支出について
125,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 よしず外購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球アサガオの苗　購入の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
86,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット型端末機外購入の支出について
156,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　他購入の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定紙　外　購入の支出について
126,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料の購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
55,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルム外購入の支出について
15,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンタ外の購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルキーパー　外　購入の支出について
31,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラブ活動用卓球ネット外購入の支出について
26,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ外購入の支出について
30,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナーカートリッジの購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 棒状温度計外購入の支出について
20,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシートロール外７点　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コイン型リチウム電池　外の購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室医薬品他購入の支出について
49,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土　外購入の支出について
98,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
76,590
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土のう袋　外の購入の支出について
49,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスライター　他購入の支出について
36,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外　購入の支出について
96,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管他　購入の支出について
80,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムタイマー外　購入の支出について
30,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易残留塩素試験紙　外１点購入の支出について
37,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー購入の支出について
117,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット包帯　外の購入の支出について
47,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却ポンプ（ガスヒーポン室外機部品）購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
178,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ機　他の購入の支出について
99,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 写生会用キャンパス画用紙外購入の支出について
97,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル他購入の支出について
98,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー外　購入の支出について
48,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表　印刷の支出について
52,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用物品「色画用紙」他の購入の支出について
94,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンターカートリッジ他購入の支出について
36,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル外購入の支出について
30,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグタッチシート　外　購入の支出について
54,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キュウリ苗　外　購入の支出について
18,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活科教授用物品「ザリガニ」他の購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外８点購入の支出について
29,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水泳帽　外２点購入の支出について
19,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トング他購入の支出について
271,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水質検査試験紙購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　購入の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＤＩ－Ｒ－ＬＤ判断のための調査票購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー他購入の支出について
68,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾外購入の支出について
14,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表　学校生活の記録製造の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤタッチライト　外４点の購入の支出について
182,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管ほか購入の支出について
57,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会科資料集他購入の支出について
115,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙単色　他購入の支出について
82,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
88,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きゅうりの苗　他購入の支出について
1,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
93,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
9,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
25,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス補修の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替えの支出について
7,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
18,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送設備補修工事の支出について
99,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠扉、通用門伸縮扉破損による補修の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
3,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ごみ置き場門扉補修の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄棒ジョイント部固定修理の支出について
76,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
137,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
195,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫鍵　修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室内フード油漏れ補修の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブル電蓄　修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室ブラインド補修の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年生社会見学にかかる児童交通費（７／２）の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学（中央卸売市場）参加児童交通費の支出について
4,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費（７／２）の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（７／２）の支出について
24,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（７／２）の支出について
2,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,981,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,551,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習のための児童交通費（７／２）の支出について
8,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（７／２）の支出について
4,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
357,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ハイパーＱＵアンケート分析調査業務委託の支出について
29,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
130,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミシン購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
183,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機　購入の支出について
251,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
30,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」他購入の支出について
17,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 　図書室用図書　まよなかのたんじょうかい外購入の支出について
45,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
35,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外購入の支出について
31,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
136,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外購入の支出について
62,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　ふたり外の支出について
62,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外購入の支出について
17,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外購入の支出について
17,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『どこかいきのバス』外購入の支出について
61,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふたり」外購入の支出について
30,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
110,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
47,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
33,080
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック植木鉢外購入の支出について
96,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給食指導用ガウン　購入の支出について
10,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　他　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具他の購入の支出について
56,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布、他購入の支出について
38,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルボックス外購入の支出について
19,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 川砂（陸上競技用）購入の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン構造用合板　購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル樹脂えのぐ外の購入の支出について
37,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン外購入の支出について
15,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マジック式掛け地図　他　購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布テープ外購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
84,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウイルス対策用ソフト　外　購入の支出について
47,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 つや厚紙外購入の支出について
28,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
8,153,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書「特別支援の算数教材初級編」外購入の支出について
31,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球あさがおの苗　外　購入の支出について
14,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール外購入の支出について
100,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター購入の支出について
252,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 物干し器　外　購入の支出について
24,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日々草　外　購入の支出について
11,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジモップ　他　購入の支出について
105,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外購入の支出について
25,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト外購入の支出について
50,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
48,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機用防災面外購入の支出について
52,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 苗、他購入の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
31,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引きの印刷の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
64,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学級写真プリントの支出について
25,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
1,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス破損入替修繕の支出について
1,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館前運動場給水管破損補修工事の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館電話障害復旧工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年学習室　他　ガラス入替の支出について
30,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２階男子トイレ外ガラス入替工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ホール窓補修　外　の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援学級アンテナ配線補修工事の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理及び部品交換の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器テナーサックス外の修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 投光器のリモコン修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
255,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,330,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,315,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
140,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
40,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書用「星空ロック」外購入の支出について
8,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「星空ロック」、他購入の支出について
59,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
37,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ購入の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,409,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 機械科溶接実習用溶接ワイヤー他２点の買入れの支出について
24,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナーの購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗購入の支出について
44,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ購入の支出について
88,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水書板用大筆他購入の支出について
18,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ他　購入の支出について
24,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＤＶＤプレーヤーの購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 集気ビン他の購入の支出について
19,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 金工ヤスリ　他の購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスメガホン購入の支出について
34,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 点眼薬外購入の支出について
50,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用具の購入の支出について
71,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧他の印刷の支出について
69,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス補修の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室、部室、更衣室の扉窓ガラス取替工事の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
184,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
341,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 中間考査成績関係書類送付（７／１）用郵送料の支出について
20,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
19,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ギターアンプ他購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
28,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 マグタッチシート　他　購入の支出について
18,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
12,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 木製サウンドブロック　外の購入の支出について
126,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスバット　外　購入の支出について
198,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
45,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムタイマー　外　購入の支出について
185,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 フットボール　外の購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードイレーザー　外　購入の支出について
130,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
604,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 時計の購入の支出について
37,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 学習室３　ガラス補修の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上・外壁雨漏り補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
109,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
17,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 かべがけ時計　購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 両面ユニット外購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掲示板の購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
88,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 県別立体地図（大阪府）外　購入の支出について
61,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　電子掲示板用　ノートパソコン　外購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
323,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 網戸購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 だしとりかご　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラジカセ　外　購入の支出について
80,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーゴールネット他購入の支出について
55,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール便所扉及び出入口床段差補修工事の支出について
387,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２－４　教室照明器具補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ屋内排水管通管工事の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール給水用ポンプ補修工事の支出について
918,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内ＬＡＮ、テレビ配線補修工事の支出について
83,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 非常警報装置　電線入替工事の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外電気時計取付配線工事の支出について
143,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 夜間学級　職員室　ホワイトボード貼替工事の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １Ｆ女子トイレ出水不良補修工事の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事の支出について
496,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 網戸設置工事（レール取付含む）の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プールサイドシート新設工事の支出について
699,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ラジカセ　外　購入の支出について
193,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓上アンプ　購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 執務机　購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 両面ユニット外購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　電子掲示板用　ノートパソコン　外購入の支出について
109,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 業務用ガス給湯器　購入の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
2,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ６月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「民謡踊りの会」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「民謡踊りの会」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「民謡踊りの会」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャリア教育体験学習（７／３）にかかる材料費の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外７点購入の支出について
45,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　他購入の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
236,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘチマ苗外の購入の支出について
10,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外２点　購入の支出について
32,184
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
921,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土他２点購入の支出について
57,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
772,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用排版ボックス購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表印刷の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視聴覚用紙購入の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤの購入の支出について
5,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
615,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 噴霧器外購入の支出について
55,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着包帯　外購入の支出について
30,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とげ抜き　外購入の支出について
17,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外の購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質　外　購入の支出について
20,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 川砂１２リットル袋購入の支出について
14,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣外購入の支出について
28,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ｐＨ指示薬他購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸車　外　購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文用紙他購入の支出について
47,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルキーパー　外　購入の支出について
94,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修の支出について
11,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年月組教室窓ガラス入替補修工事の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂前給水管取替工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話配線補修・取替工事の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年生校外学習にかかる児童交通費（７／３）の支出について
8,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（７／３）の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年体験学習児童乗車券（７月３日）の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費　（７／３）の支出について
7,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 傷害保険料の支出について
1,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「どこかいきのバス」外購入の支出について
64,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　まよなかのたんじょうかい他購入の支出について
104,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ３年人権教育（平和学習）にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵の具外購入の支出について
15,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
526,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　かけがえのないきみだから（仕様書）購入の支出について
430,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　購入の支出について
53,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
187,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン　他購入の支出について
137,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
380,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スコアブック　他購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
89,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンド用石灰　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
390,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学級写真（生活指導用）の引伸ばしの支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 スピーカー配線補修の支出について
57,024
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外修理の支出について
122,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 人権教育学習（２年）にかかる生徒交通費の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる生徒交通費（７／３）の支出について
9,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ユニフォームマーキング処理手数料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ノーベル賞の大研究」外　購入　の支出について
327,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムトナーカートリッジ外の購入経費の支出について
218,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
331,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
59,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
28,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クレンザー外購入の支出について
4,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 生徒募集用ポスター他印刷の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関インターホン配線修理の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校長室用オフィスチェア購入の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
37,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
141,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー外購入の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
112,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽陶芸粘土外の支出について
92,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書人体の構造と機能　生理学　外　購入の支出について
61,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 中１－１教室洗面器排水部漏水修繕工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 知的中学部普通教室外網戸設置工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシンの購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 扇風機取付補修工事の支出について
179,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 監視システム補修の支出について
287,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教室網戸取付及びサッシ戸車補修工事の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 電灯取付工事の支出について
159,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 空気清浄機の購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 キャビネットワゴン（引出式）　購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フォロースポットライト購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 サッカー指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ペダルのない自転車購入の支出について
72,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パイン集成材他８点購入の支出について
22,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵の具などの購入の支出について
52,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プール用液体消毒液　外１件購入の支出について
9,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵筆　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 平成２６年度幼稚園要覧印刷代の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
669,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューター　の購入の支出について
146,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 講師依頼状等送付に伴う郵便切手購入（７／３）の支出について
1,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
14,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 酉小まつりにかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ活動（三味線）にかかる講師謝礼金の支出について
8,888
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究討議会にかかる講師謝礼金の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ活動（三味線）にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外の購入の支出について
159,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール購入の支出について
45,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用　殺菌・消毒剤　他　の購入にかかる経費の支出について
91,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石膏ボード外購入の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクフィルム　外　購入の支出について
37,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスファイル他購入の支出について
40,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用アサガオ・きゅうり苗　購入の支出について
4,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 波板ほかの購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用塩素系消毒剤の購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン　購入の支出について
147,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ吹き口購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機用トナー外購入の支出について
136,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 駆虫剤購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習実施経費（灯油外）の支出について
9,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外購入の支出について
81,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
70,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
119,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねん土　他　購入の支出について
133,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗購入の支出について
9,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判インクジェット用紙購入の支出について
19,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下窓ガラス破損入替補修の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水道水漏れ修理費の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機部品交換修理の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 時報チャイム修理の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ７月４日　６年生大阪体験学習にかかる一日乗車券の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（７／４）の支出について
23,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（７／４）の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（７／４）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,425,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（７／４）の支出について
15,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（７／４）の支出について
7,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる交通費（７／４）の支出について
17,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費・入場料（７／４）の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ７月４日社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
19,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費（７／４）の支出について
14,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室固定釜点検調整の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 金庫ダイヤル設定照会手数料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電話設備データ設定変更（鳴動）の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞会「雨降り小僧」　業務委託の支出について
380,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会公演業務委託の支出について
150,000



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞会公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童の交通費・入場料（７／４）の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学にかかる児童入館料（７／４）の支出について
31,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
50,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ふたり」他　購入の支出について
36,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
86,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」他購入の支出について
55,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外　購入の支出について
34,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
106,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
102,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話実施にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 力学台車実験用セット購入の支出について
108,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性つや出しニス外購入の支出について
40,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用先筒外購入の支出について
55,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土板　外購入の支出について
139,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習キムチ作り材料、使用料（７／４）の支出について
36,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
27,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接木野菜苗外購入の支出について
10,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ひも他購入の支出について
201,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ウレタンニスの購入の支出について
38,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 圧縮版購入の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階西防火扉補修工事の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 新東館ポンプ室受水槽電極修繕の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 水道排水管漏水工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　外　修理の支出について
36,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会用物品運搬の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ７年社会見学にかかる参加生徒交通費（７／４）の支出について
17,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,343,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木消毒業務委託の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 地域体験学習キムチ作り材料、使用料（７／４）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（６月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 取手付折りたたみコンテナ購入の支出について
19,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「世界文学の名言」　他の購入の支出について
5,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤購入の支出について
44,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 美術科実習用ニスほか購入の支出について
54,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「学校案内」印刷製作の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 映像デザイン科職員室　扉補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５号館４Ｆ美術準備室出入扉ガラス入替補修の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室　照明器具取替工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５号館１階男子トイレ漏電補修工事の支出について
31,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２号館２階調理室排水管詰まり及び床補修工事の支出について
127,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
551,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校案内発送にかかる経費（７／４）の支出について
27,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電話対応研修機器の購入経費の支出について
246,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界文学の名言」　他の購入の支出について
54,945
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 食品添加物アルコール製剤　外購入の支出について
174,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 映像編集ソフト他購入の支出について
40,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 巧技台シーソー小型ミニ他購入の支出について
77,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
261,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 竹購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿器購入の支出について
115,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンドボール外購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 遮光カーテン購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフト平均台　購入の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂舞台バトン取替工事の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館　電話機子機増設・移設工事の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水桝補修工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室西側屋外排水トラップ会所漏水補修工事の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動塩素投入機取替工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール各所塗装補修工事の支出について
691,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂空調設備入れ替え工事の支出について
625,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 雑排水槽ポンプ取替工事の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイドタイル、モルタル補修補強工事の支出について
486,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機の購入の支出について
62,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
189,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンドボール外購入の支出について
62,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　外の購入の支出について
158,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
14,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 いろ紙他の購入の支出について
10,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 土ねんど・インクカートリッジ等購入の支出について
45,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
4,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外の購入の支出について
9,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
34,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 指えのぐ購入の支出について
5,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ケント紙外４点購入の支出について
34,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 蛍光灯購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 折りたたみプール　外購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付き添い職員入館料（７／７）の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　分担金 テレビ共同アンテナ受信料年会費の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 愛知県実践教育研究会参加費（７／５）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １．２年生自然教室　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業（６／１３）にかかる講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争体験講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年研究授業用講師謝礼金の支出について
21,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外購入の支出について
53,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マラカス他購入の支出について
113,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他購入の支出について
315,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー角パイプ外購入の支出について
74,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　の購入にかかる経費の支出について
146,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
45,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーブック　外購入の支出について
63,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
329,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板　外購入の支出について
74,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板書用筆・外　購入の支出について
65,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂調合ペイント外購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管（酸素）外２点　購入の支出について
32,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードシート外購入の支出について
23,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５０ｍ巻尺　購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統行事文化体験に係る七夕飾付用竹の購入７／４の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
63,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明プラ板外購入の支出について
96,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
14,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗の購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理バット　外購入の支出について
134,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
430,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベストの購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ購入の支出について
10,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラークリアーホルダー他の支出について
189,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接機、溶接面、溶接棒購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入　の支出について
69,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外の購入の支出について
96,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 段ボール箱　購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオケーブル１７本、充電器２台購入の支出について
18,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大印刷機　プリントヘッド購入の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用ハンドソープ詰替え購入の支出について
21,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸し器　外購入の支出について
35,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外５点　購入の支出について
56,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気衣類乾燥機１台購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天ぷら油受け外購入の支出について
82,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップ外の購入の支出について
20,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇外購入の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗の購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
52,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰２０ｋｇ外購入の支出について
45,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーゼ付絆創膏外購入の支出について
96,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー用紙他実習用品購入の支出について
89,580
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
21,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーバッティングスタンド購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス戸車　購入の支出について
48,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸ネット外購入の支出について
52,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランポリン用ゴムスプリング外購入の支出について
95,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土ほかの購入の支出について
217,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ルーター外購入の支出について
197,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フレキシブルスタンド購入の支出について
45,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　四つ切ほか　購入の支出について
63,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット　購入の支出について
81,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 傷用殺菌消毒薬　外購入の支出について
25,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂トイレ排水管修繕の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水道補修の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４－２・６－１教室廊下側窓ガラス修理代の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階・東館１、３階ガラス入替補修工事の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階男子トイレ小便器取替え補修工事の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ガラス入替補修の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機修理の支出について
16,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 とび箱修繕の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン６台修理の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機ＲＺ５３０修理の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 マイク修理の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オートロック修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（７／７）の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 金管合奏団公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「人形劇公演」業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「宝島」公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 人形劇「いえででんしゃ」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 簡易乾燥機能付洗濯機　購入の支出について
50,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デスクトップパソコン購入の支出について
172,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンタ購入の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アイロンプレス機　購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 石灰２０ｋｇ外購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モノクロプリンタの購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」外購入の支出について
36,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」他　購入の支出について
33,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ふたり」他購入の支出について
67,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」他購入の支出について
33,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１円くんと五円じい既５巻」外購入の支出について
138,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「シバ犬のチャイ」外購入の支出について
48,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ひまわり」外１１点　購入の支出について
32,391
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」外購入の支出について
31,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ひまわり」外購入の支出について
30,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書まよなかのたんじょうかい　外購入の支出について
32,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
15,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生看護の出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
184,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用残留塩素測定器外　購入の支出について
49,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メディシンボール外購入の支出について
164,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新生児抱き人形　外購入の支出について
18,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新版日本７地方別大地図外購入の支出について
93,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 運動靴外購入の支出について
39,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国語到達度評価ＣＤ－ＲＯＭ外の購入の支出について
71,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 栽培園芸活動獣害対策用猫犬よけ　外購入の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
176,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ洗浄剤　他購入の支出について
149,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
47,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールケース　外　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイン集成材　購入の支出について
149,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接機　他購入の支出について
53,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール　外　購入の支出について
6,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル　外　購入の支出について
50,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票　印刷の支出について
27,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学体育実技　２０１４」購入の支出について
49,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木製トレーニングバット　他　購入の支出について
87,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育大会表彰用カップ　購入の支出について
59,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「キラリ☆道徳１」外購入の支出について
371,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン他の購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表印刷の支出について
13,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計外購入の支出について
8,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学生の道徳　自分を見つめる」外購入の支出について
91,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗他の購入の支出について
4,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
205,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤、外購入の支出について
42,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂調合ペイント　外　購入の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙他の購入の支出について
14,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空気入れ外１３点の購入の支出について
79,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グレーチング購入の支出について
33,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー　外　購入の支出について
61,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
67,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドライン用パウダー購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
20,412
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクトレー、他購入の支出について
70,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン外購入の支出について
35,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 数学指導書　購入の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北通用門ドア錠補修工事の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
37,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸のこ機械修理の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体育大会時設営用テント借入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 放送機器借入の支出について
93,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 親時計装置チャイム購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　「情熱の伝え方」　他　購入の支出について
279,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『星空ロック、他』購入の支出について
251,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（６月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（６月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンライト他購入の支出について
52,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板の購入の支出について
78,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 機械科実習課題研究材料の買入れの支出について
61,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
16,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 木彫平のみ他購入の支出について
31,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
2,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 保健衛生用品等購入の支出について
59,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
73,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂　排水施設通管清掃工事の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 高校就学支援金等申請書類送付（７／４）用郵送料の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外購入の支出について
132,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム長靴　外　購入の支出について
12,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルハードディスク他５点の支出について
133,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード外購入の支出について
348,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋他４点の支出について
67,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
13,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 中学部　アルミサッシ補修の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 網戸外の購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冷蔵庫購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉄琴用マレット　外の購入の支出について
10,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デスク収納棚の購入の支出について
152,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセット外購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット外の購入の支出について
24,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 すだれの購入の支出について
15,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルライター外の購入の支出について
38,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　他の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 外付けＨＤＤ外購入の支出について
63,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館２階教室引違扉補修工事の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水管詰り通管外作業の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室外照明補修工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場砂場外周枠取替え工事の支出について
580,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイド床面補修工事の支出について
388,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎２階便所横倉庫扉補修の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階男女トイレブース補修工事の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過機取替補修工事の支出について
456,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館３階廊下天井照明器具等整備補修の支出について
176,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 屋外蛇口取付工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス購入の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書庫購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 鉄琴用マレット　外の購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機の購入の支出について
63,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 抗菌室内用エバーマット購入の支出について
141,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 箏　購入の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレーボール　他の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
9,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　分担金 テレビ共聴アンテナ使用分担金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会に係る講師謝礼の支出について
25,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 一泊移住付添にかかる看護師謝礼金の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる看護師謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数科研修会にかかる講師謝礼金の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
5,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習「田植え」の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験的活動（ノリモイム）の講師謝礼の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 作文教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアフォルダー（通知表用）購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外図工教材購入の支出について
250,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト購入の支出について
87,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 複合機用トナーカートリッジ外購入の支出について
387,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁外購入の支出について
10,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
29,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル　３０×４０ｃｍ程度　外購入の支出について
19,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土購入の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油かす　外　購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーデンプール外購入の支出について
37,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 延長コード　外　購入の支出について
64,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニきゅうり苗他購入の支出について
12,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙購入の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＰＰテープ購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナップザック　外購入の支出について
87,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外　購入の支出について
29,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート黒板　外購入の支出について
65,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋購入の支出について
10,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ　外　購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
44,646
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平型アイロン台　外購入の支出について
21,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
70,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他　購入の支出について
75,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルふきん　外購入の支出について
8,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液外購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外の購入の支出について
63,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤他購入の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
53,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液　外　購入の支出について
18,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｌ型アングル外購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　他　購入の支出について
41,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床油の購入の支出について
17,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気針　外の購入の支出について
25,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土ほかの購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性カチオンシーラー外購入の支出について
78,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒盤　外　購入の支出について
43,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
84,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用クリアファイル購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外購入の支出について
127,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合板　外　購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙４切外購入の支出について
85,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外　購入の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
42,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
63,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
96,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
150,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
129,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食紅他購入の支出について
14,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居整理棚　購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンター用インクカートリッジ　外　購入の支出について
60,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用時計模型　他　購入の支出について
181,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　購入の支出について
59,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日ジュニア年鑑　２０１４　購入の支出について
13,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル　購入の支出について
47,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯（２０Ｗ）外購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土他購入の支出について
6,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢフロッピーディスクドライブ外購入の支出について
9,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
386,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
304,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階女子トイレ窓ガラス入替補修工事の支出について
5,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階絵画室ガス栓修理の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４年１組引き戸硝子取替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明補修工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階男子トイレ手洗器交換工事の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替え工事の支出について
25,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室動力盤補修工事の支出について
80,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
90,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 充電式ブロワ修理の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 殺菌庫内殺菌灯取替修理の支出について
9,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガス回転釜１台修理の支出について
65,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 太陽電池時計の修理の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機ＣＭ６１Ｇ修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニバットのテフロン再加工の支出について
77,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 北館１階プレイルーム引戸錠修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 琴修理の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 太陽光用モニターテレビ修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（７／８）の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる転入生児童用交通費（７／８）の支出について
300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電子黒板機能付プロジェクター他取付け調整の支出について
99,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 コバエ駆除処理業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 キッザニア甲子園入場料の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 キッザニア甲子園付添職員入場料の支出について
1,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モノクロレーザープリンターの購入の支出について
54,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理用ノートパソコン購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンタ購入の支出について
78,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書館用ノートパソコンの購入の支出について
84,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　ひまわり　外　購入の支出について
165,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書どこかいきのバス・外　購入の支出について
42,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書「まよなかのたんじょうかい」外の購入の支出について
34,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」　外　購入の支出について
33,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ミルクこぼしちゃだめよ！」外購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素外購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノアサガオ苗外購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外　購入の支出について
23,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 和楽器「当り鉦」外購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
169,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤の購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
65,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ミニ生垣バリカン　外の購入の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　の購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネット用スワブ外購入の支出について
16,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス外購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外購入の支出について
123,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用培養土購入の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　他購入の支出について
54,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物凝固処理剤外購入の支出について
35,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外購入の支出について
23,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球トレーニングボール外　購入の支出について
33,739
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メディカルバッグ外購入の支出について
44,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード外購入の支出について
34,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
76,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 八ツ切画用紙外購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「進路の手引き１」印刷の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－３廊下側ガラス入替え工事の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術室　窓ガラス補修工事の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事（緊急）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール揚水ポンプ補修工事一式の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具取替　補修の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバ修理一式の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校舎塔時計修理の支出について
90,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理（フルート、アルトサックス）の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業業務委託の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 演劇アンデスの音楽「大地の讃歌」公演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書／星空ロック　他　購入の支出について
121,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
36,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットクレイ　他の購入の支出について
102,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー　外の支出について
83,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 長４封筒買入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 顔料系染料等の購入の支出について
32,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーペン外の購入の支出について
18,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀の購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー外購入の支出について
18,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ交換用キットの購入の支出について
17,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他　購入の支出について
77,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内用リーフレット印刷の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式クリーナー　外の支出について
48,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットマスク外の購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 磁石式おかね模型外購入の支出について
382,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
2,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室ガス栓取替え工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロッカー購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 耐熱ガラス鍋他の購入の支出について
99,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 枠なし地球儀　他　購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸形スープ取りざる他購入の支出について
196,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 壁掛式扇風機購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 雑巾掛け外購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ２穴パンチ購入の支出について
18,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大三角定規外購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　外　購入の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゴミ箱　他　購入の支出について
35,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
75,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援教室照明器具取替工事の支出について
269,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 抗菌屋内エバーマット　購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　外　購入の支出について
120,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 鉄棒補助台　購入の支出について
57,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ブラックライト（器具付）の購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性つやだしニス等の購入の支出について
71,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
32,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
63,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　（集約物品）購入の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 組み立てブロック購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー　外購入の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研究授業（６／１２）にかかる講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験活動　指導員招聘謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育ダンス教室講師謝礼の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験活動　指導員招聘謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
30,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
23,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イレクターパイプ他　購入の支出について
19,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
27,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　（集約物品）購入の支出について
239,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール他購入の支出について
86,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター定着ユニット外　購入の支出について
69,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーポスト外　購入の支出について
54,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヨウ素液　外　購入の支出について
56,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液　外購入の支出について
9,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外購入の支出について
66,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水泳練習用補助具外購入の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
38,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ザリガニ他購入の支出について
4,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソーチェーン　購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベビーほうき　外購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒剤　外　購入の支出について
110,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール　外購入の支出について
27,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトウェア「ＪＦＥ拡張漢字サポート　外」購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
92,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動研削機外購入の支出について
22,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
38,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インクカートリッジ　他購入の支出について
127,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文指導用マグシート黒板購入の支出について
211,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト　苗　他購入の支出について
86,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名前用クリップ他購入の支出について
281,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「バイバイタバコ」外　購入の支出について
32,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タップ外購入の支出について
23,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 窓付きクラフト封筒１０００枚入１箱購入の支出について
7,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
6,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表印刷の支出について
36,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外の購入の支出について
86,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　４年国語上　外の購入の支出について
3,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣料用洗剤外　購入の支出について
30,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 麺杓子　購入の支出について
5,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー丸ざる（ブルー）外購入の支出について
35,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外　購入　の支出について
86,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロア用ほうき　他購入の支出について
109,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
77,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ファイル　外２２点の購入の支出について
160,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校書写学習指導書３年他購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会所のゴミ取りかご購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラット飼育ケース　外購入の支出について
106,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
59,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
18,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フリーサイズ網戸　他購入の支出について
99,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,563,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 筆先バケツ　外購入の支出について
78,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
41,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽粘土（赤土）ほかの購入の支出について
15,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台所清掃用液体洗剤５本外購入の支出について
20,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外　購入の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
48,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装用シンナー他購入の支出について
33,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板書用筆　他購入の支出について
126,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯垢染色液他購入の支出について
37,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球アサガオ　外　購入の支出について
6,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 噴霧器　購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プールサイドテント生地外購入の支出について
210,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター　外　購入の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外　購入の支出について
95,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　購入の支出について
24,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハサミ他指導用事務用品購入の支出について
296,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
145,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用除藻剤外購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶購入の支出について
25,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外　購入の支出について
56,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジオペンチ外購入の支出について
43,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　購入の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手外購入の支出について
262,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　他購入の支出について
25,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育教授物品「プール用殺菌消毒剤」の購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水泳補助具　の購入の支出について
3,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外　購入の支出について
9,508
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス外購入の支出について
73,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食品用ラップ５本外購入の支出について
10,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル外　購入の支出について
50,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドバーファイル外の購入の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ他購入の支出について
99,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
963,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料　外１点購入の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 見開きファイル外購入の支出について
80,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル式上皿自動秤、他購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 虫さされかゆみ止め　外購入の支出について
21,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボードゲーム２セット外購入の支出について
55,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工教授用物品「粘土」他の購入の支出について
65,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飼育ケース外購入の支出について
20,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤他　購入の支出について
101,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素試薬外購入の支出について
5,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転いす他購入の支出について
57,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
62,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語赤刷指導書６年上１冊外購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
55,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱外購入の支出について
3,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬他購入の支出について
11,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃　外購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＨ測定器外購入の支出について
46,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント　外購入の支出について
90,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「学習シール」他の購入の支出について
63,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー回収ボトル　外　購入の支出について
46,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製舌圧子外購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙１００枚入２６包購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フセン外購入の支出について
46,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン外購入の支出について
20,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水質検査用試験紙外購入の支出について
9,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナンバー付ジュニア用ゼッケン　外購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
50,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理部品購入の支出について
72,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土外購入の支出について
44,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ外１１点購入の支出について
50,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室手洗い場排水管取替補修の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室グリーストラップ排水詰り修理の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗体槽排水金具取替工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏電調査の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス修理の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送設備補修工事の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレブース補修工事の支出について
130,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室大便器および排水管詰まり修理の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機の修理の支出について
29,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
94,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 掃除機　修理の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー　修理の支出について
30,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫外修理の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機　修理の支出について
112,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
33,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスク型アンプ音声調整卓修理の支出について
89,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科指導用ミシン修理の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 書画カメラ修理の支出について
22,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス給湯器の修理の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機の修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
111,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（７／９）の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電動断裁機刃研磨の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布業務委託の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞きずだらけのリンゴ－公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「音楽鑑賞」公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 Ｑ－Ｕアンケート用紙診断業務委託の支出について
135,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭樹木害虫防除作業の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内漏水調査業務委託の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　購入の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー購入の支出について
43,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンター購入の支出について
76,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー購入の支出について
62,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷暖房機　の購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学習シール　他　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
87,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
34,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
31,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ひまわり」外購入の支出について
39,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外　購入の支出について
102,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書ひまわり外１１件購入の支出について
17,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ひまわり」外購入の支出について
34,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「一歩一歩」他購入の支出について
379,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「としょかんのよる」外購入の支出について
49,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外購入の支出について
34,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「ふたり」外購入の支出について
16,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」　外　購入の支出について
38,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「シバ犬のチャイ」外の購入の支出について
49,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　まよなかのたんじょうかい外購入の支出について
15,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「シバ犬のチャイ」外購入の支出について
21,114
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」外購入の支出について
62,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はんぴらり」他の購入の支出について
360,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域学習（野宿生活者問題）にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム長手袋外購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
109,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機、他購入の支出について
223,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用白線材購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーミット　他　購入の支出について
288,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙外　購入の支出について
29,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
104,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリー購入の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 第二塩化銅　他　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 急速充電器セット　外購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット他３点購入の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
5,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓ランプカバー外購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
10,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムベラ　外購入の支出について
13,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　ほか　購入の支出について
18,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料外購入の支出について
32,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ他購入の支出について
73,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　の購入の支出について
40,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布外購入の支出について
63,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
443,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装用塗料　外購入の支出について
144,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタノール外購入の支出について
7,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナ購入の支出について
19,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムブラシ外購入の支出について
112,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンタクトビブス　外　購入の支出について
94,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン外購入の支出について
108,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票印刷の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト　外　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外購入の支出について
87,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　購入の支出について
38,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 整腸剤　他　購入の支出について
11,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空気針他購入の支出について
94,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スナップ外購入の支出について
67,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板購入の支出について
20,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水素ナトリウム外購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライングディスク購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
20,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
94,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　（集約物品）購入の支出について
156,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボールの購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具　外　購入の支出について
70,844
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 競技用紙雷管外購入の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 データー印外購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用エプロン外購入の支出について
8,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ　外　購入の支出について
46,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用机天板　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ボール他購入の支出について
179,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナー　購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ外購入の支出について
57,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料　購入の支出について
2,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
23,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙、他購入の支出について
18,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロスパーティション　外購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 整水器交換用カートリッジ購入の支出について
10,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用バットほか　購入の支出について
20,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 墨液　ほか　購入の支出について
43,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀　ほか　購入の支出について
43,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 五色百人一首　外　購入の支出について
190,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンコードカッタ外購入の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
94,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
903,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用シャワーバルブ交換工事の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールテント補修工事の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（アルトサックス）修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送設備　パワーアンプ修理の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＤＶＤレコーダー修理の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸かし器　修理の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット他修理の支出について
54,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルカメラ修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート外修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会荷物運搬の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル料外の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル料外の支出について
5,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞［プンムル外］公演業務委託の支出について
280,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「白ゆき姫殺人事件」ほか購入の支出について
276,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除藻剤外購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アクアスイーパー外購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　（集約物品）購入の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
66,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
72,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 背泳標識三角旗セット購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライターカートリッジ外の購入の支出について
23,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室のガスヒーポン補修工事の支出について
50,328
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテストデータ分析処理業務委託経費の支出について
102,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　外　購入の支出について
42,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他３２点購入の支出について
47,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　外　購入の支出について
60,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンモニター　外　購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　（集約物品）購入の支出について
11,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠解除用デジタルテンキー　取替工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東京ディズニーランド　入場料の支出について
62,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パソコンモニター　外　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル式上皿自動秤の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式野球用ボール　外　購入の支出について
321,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレイヤー外購入の支出について
79,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
150,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン購入の支出について
52,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロッカー　外購入の支出について
29,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホース付ホースリール　購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール支柱外購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンターの購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 作文指導用マグネットシート購入の支出について
77,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フライパン（テフロン加工）外　購入の支出について
15,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 球の切断面説明器　外　購入の支出について
45,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学級用国語辞典購入の支出について
61,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤライター外購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 跳躍台外購入の支出について
106,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンドボール　外　購入の支出について
107,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ファイリングボックス　外１点購入の支出について
8,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　力学台車実験用セット購入の支出について
252,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイド補修工事の支出について
432,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールシャワー通路面台塗装の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール塗装補修工事の支出について
881,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイド爆裂部補修外工事の支出について
810,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール洗体槽およびプール壁穴補修工事の支出について
266,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ１フィルター修理の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂漏電補修工事の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門花壇前土間排水　他工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール加圧給水ポンプユニット取替工事の支出について
918,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ポンプ制御盤補修工事の支出について
79,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西門両開き扉補修工事の支出について
594,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール底板補修工事の支出について
986,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床樹脂補修工事の支出について
393,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールテント補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外部給水管花壇内漏水修理工事の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プール入水梯子取り付け工事の支出について
298,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレーボール支柱外購入の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ロッカー　外購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プリンタの購入にかかる経費の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラ購入の支出について
90,288
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 優勝旗　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 ふれあい活動（人形劇）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 ふれあい活動（人形劇）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の苗・腐葉土の購入の支出について
12,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
23,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
14,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる看護師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
314,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子　購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
166,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ他９点の支出について
105,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量折りたたみシールド　他購入の支出について
153,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外購入の支出について
39,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
1,755,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤他購入の支出について
7,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外の購入の支出について
43,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童水泳パンツ外購入の支出について
18,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ外購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室ガラス入替の支出について
5,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール洗体槽共栓取替工事の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火ポンプ室吐出管漏水修理工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火用充水槽ボールタップ漏水修理工事の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール洗眼、シャワー配管修理工事の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室窓ブラインド昇降不良他修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 泊を伴う行事参加児童に係る諸経費（７／１１）の支出について
13,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（７／１０）の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（７／１０）の支出について
11,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（７／１０）の支出について
9,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（７月１０日の支出について
7,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（７／１０）の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫外　回収請負の支出について
23,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫外　回収請負の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食調理場回転釜燃焼不良点検・調整外修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「キッザニア甲子園」入場料の支出について
115,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（７／１０）の支出について
8,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 泊を伴う行事参加児童に係る諸経費（７／１１）の支出について
25,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「キッザニア甲子園」入場料（付添分）の支出について
12,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック（移動式書架）購入の支出について
184,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒水泳パンツ外購入の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーホルダー　外購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
211,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け時計他１２点購入の支出について
88,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
1,172,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階男子トイレドア補修工事の支出について
24,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館屋上プール排水設備補修工事の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン外　修理の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 グロッケン購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
51,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
202,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校説明会の案内状送付（７／９）用送料の支出について
32,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 児童生徒への指導の助言及び講演講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
134,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッドフォン外購入の支出について
26,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外給水管漏水補修工事の支出について
92,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室照明器具取替補修工事の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール給水ポンプユニット取替工事の支出について
950,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
889,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手指消毒液体せっけんの購入の支出について
9,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色紙外２件購入の支出について
34,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙の購入の支出について
18,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 苗サツマイモ他購入の支出について
2,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
87,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
206,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる指導員報償金の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる指導員報償金の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 朝鮮文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる看護師報償金の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ぐるぐる迷路　外　購入の支出について
18,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールペン　外購入の支出について
82,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホルダー型ファイル外購入の支出について
80,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーゼ　外　購入の支出について
9,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色えんぴつ外購入の支出について
16,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢケーブル購入の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「ハンガリー舞曲第５番」他購入の支出について
12,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
127,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スイレン苗他購入の支出について
57,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター　外購入の支出について
41,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あきホテルパン　外　購入の支出について
47,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液外購入の支出について
36,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票用Ａ４ファイル他購入の支出について
87,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス　外購入の支出について
85,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
43,674
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外購入の支出について
91,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切色画用紙外購入の支出について
73,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用紙の購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,790,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ホルダー他購入の支出について
40,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性版画絵具他購入の支出について
76,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　他購入の支出について
21,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
23,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サルビア苗　外購入の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
5,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　外購入の支出について
64,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙の購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　８切　外　購入の支出について
244,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用消毒剤　外　購入の支出について
132,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用紙Ａ４外３点の購入の支出について
97,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書貸出用ソフト（児童用）購入の支出について
47,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット　外５点の購入の支出について
155,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 子ども用浮き輪外購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ポケットホルダーほか購入の支出について
54,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
21,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝　外　購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ　外　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外　購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単色折紙外購入の支出について
97,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外の購入についての支出について
119,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
26,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタードラムカートリッジＫ購入の支出について
9,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジ購入の支出について
56,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんどの購入の支出について
21,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　他購入の支出について
93,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチロール丸型水槽外購入の支出について
13,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サインポスト　外購入の支出について
19,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用掲示板外購入の支出について
159,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 見開きクリアフォルダー購入の支出について
14,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
31,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーデンホース　外　購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
155,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字用半紙外購入の支出について
59,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード外購入の支出について
70,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３連多目的ボード外購入の支出について
80,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単色おりがみ外購入の支出について
70,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シールはり台紙　外購入の支出について
292,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
72,010
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
59,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸１０００ｍ巻他購入の支出について
40,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票ケース購入の支出について
70,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン用はさみ外　購入の支出について
107,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外購入の支出について
89,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝購入の支出について
69,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外購入の支出について
8,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰエアコン部品代購入の支出について
195,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 動物プレパラート外購入の支出について
103,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙購入の支出について
29,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗　フォクシャ　他　の購入にかかる経費の支出について
41,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
32,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットリングネット外購入の支出について
16,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
179,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外１５点の購入の支出について
91,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子オルゴール外購入の支出について
65,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 散水ノズルの購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ファイル購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角材　他　購入の支出について
80,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップファイル外購入の支出について
43,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯購入の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラブ活動用洗濯のり外購入の支出について
14,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
30,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ファイルほかの購入の支出について
93,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当たりゴム　購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ購入の支出について
24,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
96,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルセット購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外　購入の支出について
32,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
135,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアポケットホルダー外購入の支出について
128,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧　作成・印刷の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
51,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
29,580,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年１組　廊下側窓ガラス補修工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階南側窓　透明ガラス入替修理の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過排水管漏水補修工事の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠修理工事の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室照明器具補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室南側排水管漏水補修工事の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ガラス補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用定水位弁他漏水補修工事の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンセント補修他工事の支出について
79,664
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室　壁・天井ハリ補修工事の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階水道横コンセント増設工事の支出について
82,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　屋外冷蔵庫修理の支出について
168,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 一槽ガスフライヤー修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内インターホーン修理の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン点検修理の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コルネット修理の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス給湯器補修の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫　修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　回転釜修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機の修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機　修理の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン外修理の支出について
82,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 金庫移動運搬の支出について
24,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電気衣類乾燥機１台リサイクル回収料外の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費（７／１１）の支出について
12,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ＴＶリサイクル運搬料外の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　収集運搬料　他の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費７／１１の支出について
11,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ＴＶリサイクル運搬料外の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　収集運搬料　他の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室用カーペットクリーニング処理手数料の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電気衣類乾燥機１台リサイクル回収料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学付添いにかかる職員入場料（７／１１）の支出について
1,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　購入の支出について
92,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンター　外購入の支出について
134,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋外用掛時計購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ３連多目的ボード外購入の支出について
68,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型集積保管庫購入の支出について
82,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＵＳＢケーブル購入の支出について
67,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 無線対応プレゼンテーション用機器購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「ひまわり」外購入の支出について
83,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外１１点の購入の支出について
17,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
85,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふたり」外　購入の支出について
329,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外購入の支出について
31,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　ひまわり他購入の支出について
124,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
31,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
68,303
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書まよなかのたんじょうかい他購入の支出について
31,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ふたり」　外　購入の支出について
85,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」（金の星社）外　購入の支出について
68,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀ランプ　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票用ファイル　購入の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン　外の購入の支出について
47,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットハンガー　他　購入の支出について
215,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アガチス材外の購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　外　購入の支出について
106,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「あすを生きる１」外購入の支出について
308,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用　豚の目　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外の購入の支出について
4,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ｅｄｙｓｉｓマスター購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁ちはさみ外購入の支出について
37,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
81,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック外購入の支出について
28,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板外２点の購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバルの購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ幼児の一日　外の購入の支出について
50,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リード、他購入の支出について
37,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床板他の購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校新聞用原稿用紙購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸外購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
76,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け時計の購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他　購入の支出について
70,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票印刷の支出について
6,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本地図パズル　他購入の支出について
68,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「未来へひろがるサイエンス１」外購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
47,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ　外　購入の支出について
38,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館蔵書整理ソフト　外購入の支出について
163,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイディスク外購入の支出について
78,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢテンキ―　外　購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モーラステープ　他購入の支出について
50,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モデル人形　外　購入の支出について
12,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切画用紙　外購入の支出について
96,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　他購入の支出について
45,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用楽譜「ありのままで」外購入の支出について
27,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ外購入の支出について
171,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用殺虫剤購入の支出について
78,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　外　購入の支出について
226,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「学校現場の食物アレルギー対応マニュアル」購入の支出について
2,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具他購入の支出について
37,071
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
19,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
997,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土の購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
16,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
44,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,493,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階１－１教室バルコニー側出入口ガラス破損入替の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 既設照明器具取外し変更工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 煙感知器取替工事の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援教室前ドアガラス外補修工事の支出について
43,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂棟１階西側小窓補修の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年３組教室破損窓ガラス入替の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館破損ガラス入替補修の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓破損ガラス入れ替えの支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館２階トイレ小便器自動フラッシュ修繕の支出について
49,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バレーボール用ネット修理の支出について
12,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
17,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
36,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット他楽器修理の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（リソーＲＺ６３０）修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室レーザープリンタ修理の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン点検修理の支出について
19,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷凍冷蔵庫リサイクル運搬料他の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビ他２点回収・リサイクル料の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
176,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビ他２点回収・リサイクル料の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷凍冷蔵庫リサイクル運搬料他の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞　古典芸能公演業務委託の支出について
442,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 中学課題図書「星空ロック」外　購入の支出について
8,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「星空ロック」他２冊購入の支出について
4,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「星空ロック」外購入の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「闇の喇叭」外購入の支出について
188,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「星空ロック」他　購入の支出について
8,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「星空ロック」外購入の支出について
8,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
192,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,904,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮共同ボート艇庫使用料（７月１１日）の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
62,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
6,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 参加費・資料代の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,339,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 物品運搬にかかる貨物軽自動車運送料（７／１０）の支出について
10,800



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 参加費・資料代の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 机天板の購入の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯乾燥機外　購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラー点字板セット購入の支出について
73,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 解剖顕微鏡　他　購入の支出について
199,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 子ども用腕時計の購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 泡ポンプ容器の購入の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 展開図説明板購入の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトボールグローブ　外６点の購入の支出について
56,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
13,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＵＳＢ書画カメラ　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーゴールネット　購入の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンタ　外購入の支出について
42,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校図書館管理用ソフト　外購入の支出について
91,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消毒剤用ディスペンサー購入の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポンの補修工事の支出について
77,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 転落防止手すり補修の支出について
120,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 土間補修工事の支出について
350,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール棟ポンプ室球水栓他一部改修工事の支出について
429,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送室照明補修工事の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室流し台排水管詰り補修工事一式の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール洗体用バルブ取替工事の支出について
98,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎・体育倉庫シャッター補修工事の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替え工事の支出について
247,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイド日よけ用テント張付け工事の支出について
235,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外非常階段補修工事の支出について
999,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎３階プール入口扉改修工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機外　購入の支出について
92,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
412,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
414,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル身長体重計　購入の支出について
186,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 琴　（集約物品）購入の支出について
266,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 親子コーラス指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
6,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
3,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　外購入の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーケント紙４つ切りの購入の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コンパネ　外の購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 身長計の修理の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援研修会にかかる講師謝礼金の支出について
40,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究保育研修会講師謝礼（６／２３）の支出について
30,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 植物観察講師謝礼（校長経営戦略予算）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい学習（陶芸）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい集会（６／２４）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 植物観察講師謝礼（校長経営戦略予算）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい集会（６／２４）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
36,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる指導員謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる看護師謝礼の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 課内実践にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ドリームマップ授業にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ活動（三味線）にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　他　購入の支出について
99,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤外購入の支出について
13,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
69,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コイン型リチウム電池他購入の支出について
82,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈機外購入の支出について
65,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
366,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　外１４点の購入の支出について
85,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まんが日本昔ばなしＤＶＤーＢОＸ　外購入の支出について
38,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
108,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンポイントホルダー購入の支出について
62,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤付カットマグネットシート外７点購入の支出について
55,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ムカデ競走用具外購入の支出について
37,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援学級用図書「かいけつゾロリ」外購入の支出について
11,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面ユニット購入の支出について
40,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇外購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校園パソコン　バージョンアップソフト購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール清掃用網購入の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンドミラー　外　購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタインクカートリッジ外購入の支出について
58,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票印刷の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスファイル　他　購入の支出について
146,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
403,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルはかりの購入の支出について
21,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
358,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙ほか購入の支出について
32,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
234,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソープネット他購入の支出について
214,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ他購入の支出について
25,230
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
90,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙Ｂ４　外購入の支出について
66,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外の購入の支出について
89,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアケース外購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定試薬外購入の支出について
52,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料用シンナー　他　購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ホルダー　他　購入の支出について
43,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 普通教室鍵購入の支出について
56,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語学習用ＤＶＤ外購入の支出について
41,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数テスト他購入の支出について
77,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外の購入の支出について
48,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おおなわ　他　の購入にかかる経費の支出について
71,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂場用シート　外の購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
37,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライド丸のこ　購入の支出について
46,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　浄瑠璃糸　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用「光の星」外　購入の支出について
47,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
51,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ他購入の支出について
110,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
299,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル外購入の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー　外　購入の支出について
47,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用トレイ（樹脂製バット）外購入の支出について
62,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤の購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ざりがにのえさ他　購入　の支出について
144,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール清掃用除藻剤　外購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
54,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とびなわ練習台の購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作業用保護メガネ外購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用計算カード外購入の支出について
25,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トマトの苗　外購入の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日ジュニア年鑑　購入の支出について
16,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用ボトル外購入の支出について
18,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 じょうろ　外　購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インパチェンスの苗　外購入の支出について
35,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤　詰め替え用　外　購入の支出について
13,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸトナーカートリッジ外購入の支出について
258,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 前あき白衣他購入の支出について
154,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢメモリ外の購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車外購入の支出について
47,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　外購入の支出について
20,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 用箋挟　外　購入の支出について
7,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンドウエイト　外の購入の支出について
59,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料　外購入の支出について
61,884
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　の購入にかかる経費の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品袋外購入の支出について
21,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
256,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
127,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外の購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒートポンプエアコン温度計の購入の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市小学校社会科指導計画（資料）購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
5,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗ゴーヤ他購入の支出について
28,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平均台　外購入の支出について
69,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼き板絵具外購入の支出について
81,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用両面印刷ユニット外の購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用マスター購入の支出について
41,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ（集約物品）購入の支出について
112,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
190,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用「例解学習　国語辞典」購入の支出について
303,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水泳帽　外の支出について
23,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手　外購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土他８点購入の支出について
72,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シェーディングスクリーン外購入の支出について
41,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
218,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館蔵書整備ソフト　他の支出について
208,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学生版　性教育授業セット外購入の支出について
71,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作方眼ボール紙　他購入の支出について
170,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量水筆書き方指導板　外　購入の支出について
35,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書原簿バインダー外購入の支出について
35,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　購入の支出について
2,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
106,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教育教材外　購入の支出について
87,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コバルトドリル外２８点　購入の支出について
40,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 便所手洗器排水トラップ補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂（出入口）ガラス取替工事の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール洗眼給水管腐食漏水工事の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 分校教室用ガラス入れ替えの支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食休憩室照明修理の支出について
17,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中運動場側溝枠補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗濯機設置工事の支出について
142,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具補修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２Ｆ更衣室洗面台漏水修理の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年１組教室ドアのガラス入替工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 障がい者用トイレ鍵補修工事外の支出について
70,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段床面補修工事（３階からプール）の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館階段下倉庫運動場側網入ガラス１枚修理の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎壁疵補修工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
15,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
101,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 だし取カゴ修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室網戸張替の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ボイラー修理の支出について
77,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルＣＤ／ＭＤプレーヤー修理の支出について
19,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
38,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンター修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保存食用冷凍庫修理の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フライヤー修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　衣類乾燥機修理の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール用ろ過機パッキン取替　修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
156,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる通信運搬費の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 階段昇降機説明及び調整の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞上演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞　民族楽器コンサート公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞会公演業務委託の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「小学校音楽鑑賞会」公演業務委託の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「小学校音楽鑑賞会」公演業務委託の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターカート購入の支出について
139,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソープネット他購入の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＦＡＸ　購入の支出について
35,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンター用両面印刷ユニット外の購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フロアケース外購入の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
318,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」他購入の支出について
30,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「金の月のマヤ」外購入の支出について
339,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 館用図書「まよなかのたんじょうかい」外　購入　の支出について
100,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」外購入の支出について
91,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
62,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
79,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
32,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
34,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」外購入の支出について
16,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
29,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
221,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 特別支援学級用図書「かいけつゾロリ」外購入の支出について
47,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
67,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １・２年生人権講演会にかかる報償金の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の救急保存液他購入の支出について
44,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
94,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具外購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表印刷の支出について
7,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 長座体前屈測定器　外　購入の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用ステップ　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台車外購入の支出について
63,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プライヤー　外　購入の支出について
23,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 世界全図両面刷の購入の支出について
20,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ（集約物品）購入の支出について
93,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットゲームシャツ外　購入の支出について
128,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン　他購入の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
224,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールネット　購入の支出について
26,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（２０㎏・白）７０袋購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢケーブル他購入の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
47,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙折機　外（集約物品）購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルシステム外購入の支出について
39,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
188,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紺紐外購入の支出について
99,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤　外　購入の支出について
48,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式マルノコ　外　購入の支出について
29,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
47,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒剤　他購入の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
37,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　外　購入の支出について
10,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
55,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土　購入の支出について
885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
407,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票印刷の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
200,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート外購入の支出について
132,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋸　外　購入の支出について
111,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリートブロック他購入の支出について
52,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ローラーバケット　外購入の支出について
56,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタトナー購入の支出について
68,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール部活用ボール外購入の支出について
52,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水泳練習用補助用具外の購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 生徒指導用写真現像、プリントの支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火戸自動閉鎖装置補修工事の支出について
23,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え補修工事の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室コンセント回路復旧作業の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階男子トイレ窓ガラス入替工事の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理室　外　ガラス入替　補修の支出について
12,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－２及び第二相談室ガラス入替え工事の支出について
7,776
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドアノブシリンダー交換修理の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 重量物運搬作業の支出について
368,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
269,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＵＳＢケーブル他購入の支出について
73,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンター　購入の支出について
57,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 水泳練習用補助用具外の購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「星空ロック」他　購入の支出について
8,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アイスプラネット」外　購入の支出について
45,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
67,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
96,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ（集約物品）購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
57,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
5,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
30,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
29,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ　外　購入の支出について
66,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ（集約物品）購入の支出について
137,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メガホン外購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ペーパーカッター　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紙折機　外（集約物品）購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ふきん掛け購入の支出について
22,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
143,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 衣類収納ボックス　外　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
209,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 立看板　購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 単機能レンジ　購入の支出について
11,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラー百珠そろばん購入の支出について
60,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
155,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎ひび割れ補修工事の支出について
797,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転かまど改修工事の支出について
685,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ール用給水制水弁不良取替修理工事の支出について
120,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小便器自動洗浄装置外補修工事の支出について
294,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 黒板補修工事の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ修理工事の支出について
114,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第４校舎揚水ポンプ不良取替修理の支出について
492,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター修理の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
156,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室校務支援ＰＣ配線修理・設定工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４号館３階第４情報室電気式空調機取替工事の支出について
604,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
197,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上　排気ファン不良補修工事の支出について
85,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
430,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室エアコン取替工事の支出について
741,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 なぎなた道場屋根防水修理の支出について
820,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 排水用側溝及び会所改修工事の支出について
983,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スタンド式スポットライトの購入の支出について
107,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
277,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターカート購入の支出について
208,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 紙折機　外（集約物品）購入の支出について
883,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 誘導コイル購入の支出について
83,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
10,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
93,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
49,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
10,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 大型絵本「はらぺこあおむし」購入の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板の購入の支出について
147,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ６月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ６月分実習講師謝礼の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
400,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン購入の支出について
119,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校内園芸にかかる材料（７／１５）の支出について
14,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,600,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
1,008,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアブック購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長柄ほうき　他購入の支出について
88,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液外購入の支出について
27,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃購入の支出について
1,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用資料「まるごと読解力文学作品１年」他購入の支出について
20,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 各種気体検知管購入の支出について
60,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ　他の購入の支出について
118,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽しい学校生活を送るためのアンケート用紙購入の支出について
27,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気マルノコ　他　の購入にかかる経費の支出について
43,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色付蒸発皿（青）他購入の支出について
68,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パッド付透明フィルム　ドレッシング　外購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
57,931
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白板マーカー詰替カートリッジ　他購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
32,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光ランプ　他　購入の支出について
53,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジローラーセット外購入の支出について
52,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスネット　購入の支出について
21,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホームベース外購入の支出について
44,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
349,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立　他購入の支出について
185,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外購入の支出について
43,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衝立購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールトイレ給水補修の支出について
19,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 小便器排水不良修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンセント補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＰＣ教室　プリンタ修理の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器　修理の支出について
225,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
9,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる児童交通費（７／１５）の支出について
39,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添職員入館料（７／１５）の支出について
480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学に伴う付添教職員入場料（７／１５）の支出について
720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚　外（集約物品）購入の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 脚立　他購入の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「ひまわり」外図書室用児童図書購入の支出について
50,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
130,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ３年修学旅行にかかる付添看護師謝礼金の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒の体験学習にかかる経費（７／１４実施）の支出について
11,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン　他　購入の支出について
50,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,039,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
364,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
47,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国旗　フロアスタンドセット購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 来賓用スリッパ外の購入の支出について
45,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き外　購入の支出について
288,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
118,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
55,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽ＣＤ　購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット他購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード　外　購入の支出について
161,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＰＰ袋（Ｂ４）他　の購入の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロジン　外　購入の支出について
90,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター　外　購入の支出について
249,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
21,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン　購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 新館２・３階手洗場外水栓補修の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
30,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 サッカーゴールポスト撤去処理手数料の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ロジン　外　購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（６月分）の支出について
108,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（６月分）の支出について
365,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（６月分）の支出について
328,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第２回国語科特別講義講師謝礼金の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（６月分）の支出について
328,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（６月分）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（６月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（６月分）の支出について
328,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（６月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（６月分）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクサスペンションホルダー他購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液体窒素の購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外の購入経費の支出について
47,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エアゾール殺虫剤外購入の支出について
67,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高等学校生徒指導要録Ⅰ他印刷の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 付箋紙　外の購入の支出について
39,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科図版集　ＣＤ－ＲＯＭ版購入の支出について
18,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 救命胴衣の購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル外購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用ケント紙ほか購入の支出について
21,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒盤購入の支出について
11,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドグラス　他の購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テレホンスタンド外購入の支出について
13,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤の購入経費の支出について
21,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 職員室クーラーＧＨＰ修繕部品買入の支出について
42,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バンドソー替刃　他の購入の支出について
157,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
201,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内用マット　他の購入の支出について
21,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用サンダルの購入経費の支出について
3,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉外購入の支出について
107,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩコンバーター他購入の支出について
24,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
36,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
239,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替　外電気工事の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館４階コンピュータ室エアコン移設工事の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５号館１階保健室洗濯場改修工事の支出について
99,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラスの入替補修工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂内排水施設補修工事の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 バコティンヒーター（２台）修理の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 天井埋込型蛍光灯照明器具の修理の支出について
33,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 チャイム親機の修理経費の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 生徒用机・椅子運搬業務の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 全商英語検定受験に伴う受験料（７／１４）の支出について
12,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 映像表現系列見学会付添職員鑑賞料（７／１５）の支出について
3,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調理場という戦場」他購入の支出について
51,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「つながる図書館」外の購入の支出について
173,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いとみち」外購入の支出について
113,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 前期現場実習講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
17,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ　外　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
94,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 蚊取り線香　外　購入の支出について
35,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 水切りネット　外　購入の支出について
138,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス　外　購入の支出について
13,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　外　購入の支出について
225,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 浮き輪　外の購入の支出について
40,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
32,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＩＳＣーⅣ知能検査換算アシスタント　購入の支出について
36,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ外購入の支出について
77,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート　購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジン刈払機外購入の支出について
61,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
138,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 壁掛け式扇風機購入の支出について
43,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
10,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 作文指導用黒板購入の支出について
39,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫（小型）購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 絵画作品乾燥棚　外（集約物品）購入の支出について
275,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドラム４点フルセット購入の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
186,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
55,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トレース台　外　購入の支出について
34,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 デザイン教育研究所　窓補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フィールドモニター購入の支出について
117,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
138,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚　外（集約物品）購入の支出について
447,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 腐葉土　外購入の支出について
20,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ガーデンミスト購入の支出について
30,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 取水マット　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ファックス用インクフィルムの購入の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パソコン用セキュリティーソフト外購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ブラインド取替工事の支出について
19,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ピアサポート授業参観及指導助言に係る講師謝礼金の支出について
20,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ピアサポート校内研修会にかかる講師謝礼金の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援　グループ研究の講師謝礼金の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ６月分実習講師謝礼の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年家庭科学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道の指導にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「平和教育」にかかる講師謝礼（６／２７）の支出について
8,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 酉小まつりにかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年家庭科学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年生人権学習にかかる講師料の支出について
5,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年家庭科学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 命の授業講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研修・研究授業講師謝礼金の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白布　外　購入の支出について
36,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外の購入の支出について
10,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
57,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さすまた　外購入の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用カートリッジ外購入の支出について
45,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用木材　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表印刷の支出について
32,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用上質紙外購入の支出について
25,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「楽しく学ぶ小学生の地図」外の購入の支出について
62,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙　購入の支出について
205,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他購入の支出について
53,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうき外購入の支出について
60,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＰＤ錠剤外購入の支出について
22,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性刷毛　外　購入の支出について
79,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃　ほかの購入の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鯉のエサ　外　購入の支出について
84,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 案内ラベル　外購入の支出について
202,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ外の購入の支出について
191,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙購入の支出について
17,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票ファイル　ほか　の購入の支出について
187,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート　外　購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸底フラスコ外購入の支出について
30,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管用二酸化炭素　外　購入の支出について
159,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角型水槽　外　購入の支出について
107,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンタワシ　外購入の支出について
59,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り器　購入の支出について
40,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角波　他　購入の支出について
156,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　他　購入の支出について
24,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
21,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管　外購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動パンチ用替刃外購入の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロート購入の支出について
10,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管立て外の購入の支出について
99,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナー外　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外（集約物品）購入の支出について
3,780,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライフジャケット　購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀　外（集約物品）購入の支出について
334,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
239,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外（集約物品）購入の支出について
3,901,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
97,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水質検査試験紙外購入の支出について
35,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名刺ポケット付クリアファイル　外　購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点用ペン　外購入の支出について
46,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金たわし　外５点購入の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
86,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフェルト　外６点購入の支出について
41,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
186,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン外購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
13,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーダスター外購入の支出について
75,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 柄付たわし外購入の支出について
28,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表配布用クリアホルダー外購入の支出について
154,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザートナーカートリッジ黒購入の支出について
17,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
42,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書蔵書管理用学校図書室システムソフト外購入の支出について
109,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 磁石　外　購入の支出について
41,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表（努力のあと）　印刷の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座敷箒　外　購入の支出について
68,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市小学校社会科指導計画　第１２次試案　購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
142,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いチェッカー購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル外購入の支出について
54,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネータ　外の購入の支出について
68,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジカメ　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角パイプ他購入の支出について
107,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
117,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛けホワイトボード外購入の支出について
236,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
17,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
94,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　ほか購入の支出について
129,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーミキュライト（用土）外購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙外購入の支出について
93,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙４切外購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヨウ素液外購入の支出について
16,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票ファイル外購入の支出について
75,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野外活動用バッグ　購入の支出について
20,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
59,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票の印刷の支出について
52,380
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　他　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外　２点購入の支出について
9,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵の具ほか購入の支出について
32,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
24,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
52,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ　外　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票用ファイル他購入の支出について
187,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外　購入の支出について
79,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習実施にかかる消耗品購入（７／１７）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷の支出について
58,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ブレーカー修理の支出について
19,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
51,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ボイラー修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 配線補修工事（保健室の床の配線）の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関通用門及びドアホン補修工事の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎１、２階女子トイレ破損補修の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室流し台給水管漏水工事の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 床タイルの補修請負の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管機修理の支出について
40,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターフォン修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 木琴外修理の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修繕の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機　修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食堂二槽シンク修理の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン　修理の支出について
138,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ボイラー修理の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スピーカー外修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ　修理の支出について
137,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥機修理の支出について
31,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料金他の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機・衣類乾燥機リサイクル・回収運搬の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費・見学料の支出について
17,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル回収運搬料外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童観覧料及び交通費の支出について
15,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年生社会見学実施にかかる児童交通費　７／１６の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 キャリア教育体験学習（７／１６）交通費の支出について
15,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料金他の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁研磨の支出について
864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機・衣類乾燥機リサイクル・回収運搬の支出について
5,184
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル回収運搬料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ドーナツ池のひみつ」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる付添職員観覧料（７／１６）の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童観覧料及び交通費の支出について
17,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる参加児童交通費・見学料の支出について
18,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンター購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食調理員休養室「エアコン」の購入の支出について
95,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ３段引出式収納庫購入の支出について
57,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スクリーン外購入の支出について
147,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テントの購入の支出について
198,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 音楽プレーヤー購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
160,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンター購入の支出について
157,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書　外国語活動用絵本　購入の支出について
49,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」他購入の支出について
15,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
37,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「せいちゃん」外購入の支出について
366,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ＳＬＢＡ選定図書」外購入の支出について
286,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
161,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
78,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書「ゆうれいたんていドロヒュー」外購入の支出について
340,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講座にかかる講師謝礼金の支出について
7,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだごてこて先外購入の支出について
39,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花・野菜用土　他　購入の支出について
44,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナ　購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 厚口上質紙　他購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウォーターミスト　一式　購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンはさみ他購入の支出について
22,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カット綿付救急絆創膏　ほか購入の支出について
11,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 記録タイマー用記録テープ　購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「風になる」　外購入の支出について
23,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｐ検公認教材（２６冊）購入の支出について
13,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 亜鉛板外購入の支出について
12,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 牛革紐購入の支出について
22,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
60,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスワイヤー購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性つや消し塗料　外　購入の支出について
96,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白板イレイザー外購入の支出について
72,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カタン糸他６点購入の支出について
27,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管　ほか購入の支出について
54,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外１７点の購入の支出について
54,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土他３点購入の支出について
12,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコック　購入の支出について
79,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角フラスコ、他購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
90,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用消毒剤購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性刷毛　外　購入の支出について
46,953
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル外購入の支出について
32,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーヘルメット外購入の支出について
99,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
54,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ししゅう糸　購入の支出について
23,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用消臭剤外購入の支出について
128,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計他購入の支出について
64,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ　他　購入の支出について
176,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外　購入の支出について
27,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　購入の支出について
55,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管外購入の支出について
12,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
48,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル外購入の支出について
38,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ外　購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性スクリーンインク購入の支出について
20,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス購入の支出について
57,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳副読本「中学生キラリ☆道徳　１」外　購入の支出について
314,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用ボール外購入の支出について
55,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター　外　購入の支出について
27,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザートナー他購入の支出について
224,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネット用リード　ほか購入の支出について
15,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 番号札外購入の支出について
64,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットホルダー外購入の支出について
138,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸、外購入の支出について
64,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外（集約物品）購入の支出について
2,365,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土他　購入の支出について
70,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
73,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 長ぐつ　他　購入の支出について
56,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電磁開閉器購入の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン・バンダナセット　購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀　外（集約物品）購入の支出について
27,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蚊取り線香外購入の支出について
7,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
51,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外　購入の支出について
175,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新品ウエス　購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒マルチ　外の購入の支出について
41,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈り機他の支出について
323,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外（集約物品）購入の支出について
2,058,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 優勝旗用ポール購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
31,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ他購入の支出について
17,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下スロープ補修工事の支出について
175,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館３階　３年２組教室　照明器具補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理実習室ガス栓補修工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
7,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠外出用解錠スイッチ取替工事の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防犯カメラ録画機移設工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室他ガラス緊急補修の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗面器排水トラップ取替工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーホニウム　修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（ピッコロ、他）修理の支出について
45,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス　他　楽器修理の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スポットライト修理の支出について
15,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット外修理の支出について
62,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プログラムタイマー修理の支出について
89,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル　回収料　外の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫回収料・リサイクル料の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫回収の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル回収料　外の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル　回収料　外の支出について
3,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 旗掲揚ポール用ロープの取替えの支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル回収料　外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫回収料・リサイクル料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫回収の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除薬剤散布作業　業務委託の支出について
7,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学園ボイラー保守点検業務委託の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機　購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テントの購入の支出について
164,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ツナグ」　外購入の支出について
188,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「弟の戦争」　外　購入の支出について
146,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（６月分）の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（６月分）の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（６月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（６月分）の支出について
354,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンネットの購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用薬品外の購入の支出について
69,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット　外の購入の支出について
57,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 床置式　扇風機他の購入の支出について
34,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒指導要録様式の印刷請負経費の支出について
16,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 全商情報処理検定テキスト他　購入の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙の購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
186,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「産業教育執務提要」購入の支出について
6,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外（集約物品）購入の支出について
38,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットゴールリモコンの購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外（集約物品）購入の支出について
820,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外の購入の支出について
68,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
48,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンタ修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用「虚ろな十字架」ほか購入の支出について
85,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「Ｂｕｒｎ」外購入の支出について
125,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロンシアター　外の購入の支出について
314,238
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外　購入の支出について
35,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
83,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教科指導用図書「美術　３」他　購入の支出について
16,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 くん煙剤　外の購入の支出について
37,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 外傷消毒薬　外の購入の支出について
84,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 角材　外の購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ１液ウレタン他の購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀　外（集約物品）購入の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤラジカセ修理の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステレオスピーカー外購入の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビート板　購入の支出について
21,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日章旗　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホースリール購入の支出について
20,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 溶接機購入の支出について
45,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 案内板　購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グランドマーク購入の支出について
26,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル秤　外　購入の支出について
42,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 木製書架ほか購入の支出について
232,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バトミントンラケット他購入の支出について
22,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボード外購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーネット　外購入の支出について
72,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 残菜カゴ購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「第４巻２・３学年上ー１」他購入の支出について
169,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り外　購入の支出について
7,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 地球儀　外（集約物品）購入の支出について
116,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器他　購入の支出について
47,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 地球儀外購入の支出について
47,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 クラベス他２点の購入の支出について
45,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
159,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 フェンス取替工事の支出について
383,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号館校舎外壁壁面補修工事の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具昇降装置取替工事の支出について
383,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 固定釜取替工事の支出について
257,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室換気扇取付工事の支出について
88,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バスケットボールコートライン補修の支出について
179,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知断線修繕工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北・西校舎外壁補修工事の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 手洗い器取り付け工事の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内スピーカー配線他補修工事の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 正門ステンレス手摺り設置工事の支出について
200,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 学年教室空調機設置工事の支出について
959,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 クラベス他２点の購入の支出について
71,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 溶接機購入の支出について
195,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル式身長計　購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ステレオスピーカー外購入の支出について
105,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンタ購入の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙等購入の支出について
58,968



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外１点の購入の支出について
76,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ミストファン購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 殺菌消毒剤の購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ケント紙四つ切　外の購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター用インク購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 野菜の苗他の購入の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
11,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 サツマイモ苗　８０本購入代金の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水中ポンプ外１点の購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー購入にかかる代金の支出について
44,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室カーテン取付け工事の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 職員室クーラー部品取替え（空調機補修工事）の支出について
48,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 アップライトピアノ　修理の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 移動動物園使用料の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　小学校国語１～６年の購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本道徳基礎教育学会研究大会　会費（７／１７）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ６月分実習講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ６月分実習講師謝礼の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ６月分実習講師謝礼の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール（軽量タイプ）外購入の支出について
48,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用　上質紙　外　購入の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市小学校社会指導計画　購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人権教育学習にかかる調理実習材料費（７／１７）の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
102,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セラミック変性シリコン塗料外１９点の購入の支出について
112,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 立体見出しホルダー　外の購入の支出について
134,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
43,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外　購入の支出について
169,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
74,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外１点購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外１点購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガムテープ　他　購入の支出について
99,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
90,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水質検査試験紙他　購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗外購入の支出について
44,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉　他購入の支出について
115,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル外購入の支出について
67,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール外４点の購入の支出について
100,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用印刷用紙外購入　の支出について
78,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーブック（通知票用・金文字入り）購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ホルダー外購入の支出について
139,346
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由箒他購入の支出について
57,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　外　購入の支出について
91,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリートミキサー　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
501,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
324,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食調理室照明器具等補修工事の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 調光操作盤修理の支出について
101,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 炊飯器修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクアンプの修理の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（７／１７）にかかる参加児童交通費の支出について
5,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習にかかる参加児童交通費（７／１７）の支出について
10,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料　外　の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル手数料ほかの支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料　外　の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル手数料ほかの支出について
13,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 林間学習に伴う付添看護師損害保険料（７／１７）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 韓国伝統舞踊鑑賞会業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外体験学習にかかる参加児童交通費（７／１７）の支出について
24,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ラベルシール　外　購入の支出について
87,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
177,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
326,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書まよなかのたんじょうかい他の購入の支出について
68,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部の楽器実技指導用謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン他１点購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
122,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールスコアブック　ほか購入の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞他購読料（４～６月）の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　ほか　購入の支出について
97,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀けずり外購入の支出について
28,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定ばさみ　外の購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題　購入の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
69,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理（チューバ）の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール部　外部指導者講師料の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 映像表現系列講師謝礼金（６月分）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトボール　外部指導者講師料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カッティングマシン用カッターセット外購入の支出について
22,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤他購入の支出について
91,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットケーブル購入の支出について
20,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
36,612
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
35,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
69,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内印刷の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火シャッター補修の支出について
68,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 溶接実習室扉緊急補修の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器ドラムセット修理の支出について
5,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石けん　他１６点の購入の支出について
311,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルオーディオ購入の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 外付けポータブルハードディスク外購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マスタービート外購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５号館教室等網戸取付工事の支出について
280,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学園ビジネスフォン設置工事の支出について
691,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室固定釜取替工事の支出について
251,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 中庭敷石撤去整地補修工事の支出について
673,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ポンプ室前土中埋設管及び手洗い給水管漏水補修の支出について
456,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プールサイドテント設置工事の支出について
750,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
674,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
682,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
2,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーケント紙他購入の支出について
76,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
5,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉄棒２台、タイヤロープ購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー購入の支出について
93,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
1,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
44,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性サインペン購入の支出について
10,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プール　薬品購入の支出について
12,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
8,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性塗料　他の購入の支出について
37,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 うさぎの治療にかかる費用の支出について
6,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 うさぎの尿検査にかかる費用の支出について
1,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会に係る講師謝礼の支出について
25,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然学習付添にかかる講師謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「沖縄の文化」に関わる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「沖縄の文化」に関わる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
10,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「沖縄の文化」に関わる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年陶芸指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年平和学習にかかる講師謝礼金（６月２０日）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年陶芸指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
12,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 南中ソーラン実技指導講習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然学習付添にかかる講師謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ外購入の支出について
100,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン排ガス熱交換器外　購入の支出について
92,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水道ホース　外購入の支出について
20,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸　外購入の支出について
37,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水道ホース他３点購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
202,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり　外　購入の支出について
54,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ他購入の支出について
63,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
637,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テラコッタ粘土外購入の支出について
44,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外の購入の支出について
46,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蚊取器外購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粕（肥料）　購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
180,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 くつした外購入の支出について
13,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
286,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ナトリウム製剤　外購入の支出について
41,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ外購入の支出について
31,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
53,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食作業用品購入の支出について
62,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外　購入の支出について
124,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル外購入の支出について
152,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蝶ばえ駆除剤　外購入の支出について
20,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
69,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
145,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
207,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「シバ犬のチャイ」他購入の支出について
59,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
31,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校連絡用ファイル他購入の支出について
70,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル購入の支出について
36,288
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッズタブレット購入の支出について
39,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
68,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
269,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチホルダー外購入の支出について
48,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
328,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　Ｂ４外購入の支出について
67,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 韓国楽器パラ外購入の支出について
84,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り外購入の支出について
60,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 強力マグネット　外　購入の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
47,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
560,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤファイル購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
121,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
41,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒下基礎部防護パット　購入の支出について
119,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 だしかご購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 茶せん外購入の支出について
36,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二つ折クリアホルダー外１点購入の支出について
35,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
58,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学道徳指導書「１年　生きる力」他購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドマイク外の購入の支出について
26,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
382,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土購入の支出について
4,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
265,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮルーター外購入の支出について
57,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機　購入の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
338,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
274,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ他購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
19,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス　外購入の支出について
32,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
189,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
55,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歴史年表外購入の支出について
132,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「ポップヒットマーチ２０１４」外購入の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
38,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白上質紙外購入の支出について
10,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外購入の支出について
47,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用培養土外の購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
15,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸用ステンレスネット購入の支出について
33,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤバッテリー購入の支出について
60,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手旗用布外購入の支出について
17,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表　印刷の支出について
36,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クレンザー外購入の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
751,163
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
25,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ外購入の支出について
35,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
18,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラスの取換補修工事の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場放送補修工事の支出について
136,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏電補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠修理工事の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉装置補修工事の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階男子トイレパーテーション補修工事の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館便所小便器修繕の支出について
57,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室前ドアガラス補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替（本館３階廊下、管理作業員室）の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 水道管　漏水補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 野菜裁断機制御ユニット取替修理の支出について
137,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機修理の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＭＤラジカセ修理の支出について
81,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋上排気ファン不良修理の支出について
85,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤ／ＭＤラジカセ修理の支出について
41,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブロワー修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏木琴　外修理の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式一槽水槽配管部修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用白米購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 林間学習児童緊急時タクシー代７／１８～７／２０の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全自動洗濯機収集運搬料及びリサイクル料の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機引取運搬代・リサイクル代の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬料外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 全自動洗濯機収集運搬料及びリサイクル料の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機引取運搬代・リサイクル代の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 清掃用具ロッカー廃棄処分の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査の業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の害虫駆除業務委託の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高木等伐採に係る経費の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食作業用品購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
290,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤラジオ他購入の支出について
83,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　まよなかのたんじょうかい　外購入の支出について
29,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
76,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「またたびトラベル」外購入の支出について
172,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」　外購入の支出について
44,758
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ひまわり」外購入の支出について
59,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「ことばはともだち」外購入の支出について
161,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」他　購入の支出について
68,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
33,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ７月分生活指導訓練費の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 障がい者教育における指導講師への謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 障がい者教育における指導講師への謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 亀の子タワシ　外　購入の支出について
57,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フック外購入の支出について
14,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
69,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
66,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　外　　購入の支出について
245,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機の替刃外購入の支出について
47,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　ほか　購入の支出について
26,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー　外購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　外　購入の支出について
18,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 虫さされ用薬剤外購入の支出について
26,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机天板　購入の支出について
114,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
361,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　他　購入の支出について
51,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポンリビルトスターターモーター外購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蚊取線香外購入の支出について
39,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
7,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
309,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外　購入の支出について
40,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸カルシウム白　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
160,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国語便覧　購入の支出について
76,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 窓あき封筒外購入の支出について
57,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電球　外購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 集気びんほか購入の支出について
12,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
337,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
69,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
256,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ　外　購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土外購入の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル熱中症計　外　購入の支出について
23,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル外購入の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球用ヘルメット外購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
247,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
171,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
154,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム他購入の支出について
26,136
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
294,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー外　購入の支出について
48,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テンプレート購入の支出について
33,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ付楽譜　外購入の支出について
30,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
67,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布粘着テープ　外　購入の支出について
182,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 泥落としマット購入の支出について
24,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
60,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外　購入の支出について
48,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外　購入の支出について
94,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 桧集成材　外購入の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室ガラス補修の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器の修理の支出について
98,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機　修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 被服室作業台メラミン板貼り修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　他　修理の支出について
114,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 学園ガスヒーポン　修理の支出について
99,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーフォニウム　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクルにかかるリサイクル運搬料の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行にかかる付添看護師使用料外（７／１７）の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクルにかかるリサイクル運搬料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除（薬剤散布）の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる付添看護師使用料外（７／１７）の支出について
14,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ７月分生活指導訓練費の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高齢者健康体操指導料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
97,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
43,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
3,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスネット購入の支出について
85,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
120,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
294,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
29,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 脱臭剤外購入の支出について
78,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
12,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒指導要録の印刷の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
96,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
6,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館男子トイレ詰まり等補修工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 映画鑑賞会にかかる入館料（７／１７）の支出について
169,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 前期現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
45,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
4,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用塩素　外　購入の支出について
112,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
77,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 竜起式てい鍼　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行の付添職員入園料の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 四線マグネットシート黒板　外　購入の支出について
60,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネット付スチール黒板　購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式マルチツール外購入の支出について
63,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他購入の支出について
227,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 さんすうブロックセット購入の支出について
25,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 三角定規セット外購入の支出について
86,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
440,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ザル購入の支出について
9,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外購入の支出について
103,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 野球用ボール　外購入の支出について
78,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ドラム　外　購入の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
166,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 閲覧イス　購入の支出について
377,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カッターマット　購入の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式ドライバー　外購入の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分電盤内リレー取替補修工事の支出について
45,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール足洗い場用バルブ取替及び蛇口水漏れ取替の支出について
76,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室外ガスヒートポンプエアコン補修工事の支出について
121,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室排水管補修の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
871,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子ドラム　外　購入の支出について
113,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 折り紙他購入の支出について
54,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
32,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
27,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導研修にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業研究にかかる指導助言講師謝礼金の支出について
12,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ピアサポート授業参観及指導助言に係る講師謝礼金の支出について
20,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 京都大学海洋実験施設使用料（支払日７／１８）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第４７回算数授業研究公開講座参加費（７／２０）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 国語授業づくりセミナー参加にかかる参加費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７月分実習講師謝礼の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会（７／２）用講師謝礼金の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 美山自然体験学習にかかる指導員謝礼金の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会（６／２５）用講師謝礼金の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年人権学習（肉はどこから）にかかる講師謝礼金の支出について
11,380
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「平和学習」講師謝礼６／２５の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業・討議会にかかる講師謝礼金の支出について
30,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 美山自然体験学習にかかる看護師謝礼金の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育体験学習（７／３にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ビオトープ観察講師謝礼（校長経営戦略予算）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 課内実践　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
103,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会をつくるために」講師謝礼６／２６の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 個に応じた指導研修会　講師謝礼の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
49,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いもづる　外購入の支出について
2,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋏ケース　外　購入の支出について
37,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　外　購入の支出について
97,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習園用　ジョーロ　外　購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーラベル（赤）７００枚入り　外購入の支出について
25,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール空気針外購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外の購入の支出について
81,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤファイル（成績表用）　他　の購入の支出について
88,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「はじめてのきくきくドリル」外購入の支出について
35,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保冷ジェル　外購入の支出について
14,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外５点　購入の支出について
24,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
12,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダストボックス　外購入の支出について
10,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸他　購入の支出について
24,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯のり　外　購入の支出について
80,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
174,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表印刷の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用トナー他　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「サラム生活編１改訂版」購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
68,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ他購入の支出について
40,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工指導用紙粘土外購入の支出について
48,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマーカー他２点の購入の支出について
134,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電波時計　外　購入の支出について
31,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
618,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
70,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
2,255,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
407,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外　購入の支出について
44,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトウッド　外　購入の支出について
41,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー購入の支出について
46,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉　他購入の支出について
150,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ過器購入の支出について
28,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール他購入の支出について
62,424
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材用ミシン購入の支出について
285,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒液　他　購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーリボン　他購入の支出について
29,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽陶土外　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり外購入の支出について
79,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンばさみ外購入の支出について
52,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリートブロック購入の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸　他　購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックブロック外の購入の支出について
148,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃　外　購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
62,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 恒星ランプ　プラネタリウム用　購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 芝生苗外購入の支出について
37,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かご台車　外　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙購入の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校学習指導要領解説　国語編他　購入の支出について
23,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外　購入の支出について
139,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 複合プリンター他１点購入の支出について
45,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネット外　購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液外購入の支出について
29,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ナトリウム外購入の支出について
36,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉗子立て　外購入の支出について
37,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板５０枚購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗他購入の支出について
66,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
13,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールひも外購入の支出について
88,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
298,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドリームマップワークブック購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
211,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
45,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 百玉そろばん　外　購入の支出について
111,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痒消炎剤外購入の支出について
33,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　外　購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機外購入の支出について
317,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
138,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外購入の支出について
115,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー上質封筒外の購入の支出について
50,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ　外購入の支出について
50,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パネルスクリーン　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル他購入の支出について
328,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
95,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
48,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん５０枚、レジ袋３０００枚購入の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書用　ラベルキーパー　外　購入の支出について
54,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　３・４　上」　購入の支出について
23,905
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 靴下他購入の支出について
21,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
25,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤外購入の支出について
49,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外の購入の支出について
135,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車外購入の支出について
82,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ他の購入の支出について
31,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計他購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　他購入の支出について
183,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし外購入の支出について
98,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外型掛け時計他購入の支出について
65,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用直接感熱紙　購入の支出について
68,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗他購入の支出について
4,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ザリガニのえさ外購入の支出について
5,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機外　購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
62,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル　外　購入の支出について
51,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ及びＡＥＤ収納ボックス購入の支出について
27,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電波時計購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペンインク他購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ外購入の支出について
183,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニディスク外購入の支出について
81,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なわとび練習台　購入の支出について
63,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄製スタンド　外　購入の支出について
106,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランターほか購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 手動シャッター補修工事の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室（３階児童会室）前扉ガラス入替工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 火災報知設備修繕の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館１階入口扉ガラス取替補修工事の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 高圧洗浄機修理の支出について
14,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 タブレットＰＣの修理の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクアンプ修理の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理室　食器洗浄機修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室冷蔵庫の修理の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫の修理の支出について
195,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラーレーザープリンター修繕の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン用リモコン修理の支出について
42,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
11,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 扉鍵の取替え修理の支出について
13,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フライヤー修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
187,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室用洗浄機水漏れ修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　屋外冷蔵庫　修理の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 臨海指導用重量物運搬タクシー代の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行下見にかかるタクシー利用代（７／２０）の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞会業務委託事業の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「人形劇」公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 標準学力調査・質問紙調査アイチェック委託の支出について
84,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除作業業務委託の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「卵をとるのはだあれ？」公演業務委託の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行下見高速代（７／２１）の支出について
5,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校問題データベース使用料の支出について
39,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機外購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
848,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＡＥＤ及びＡＥＤ収納ボックス購入の支出について
261,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
64,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」他購入の支出について
31,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「シバ犬のチャイ」外　購入の支出について
24,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「どこかいきのバス」外購入の支出について
62,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
34,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　火の鳥　外　購入の支出について
199,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」外１１点購入の支出について
17,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「ふたり」他購入の支出について
34,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書あいすることあいさせること他購入の支出について
73,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 組体操実技研修会の参加費（７月２２日）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 組体操実技研修会参加費（７／２２）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 英語検定面接指導講師謝礼金の支出について
11,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外　購入の支出について
173,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クッキングシート外購入の支出について
17,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
15,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬　外購入の支出について
58,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＰＦ材、外購入の支出について
215,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布　外購入の支出について
12,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管　外　購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 帯出者カード外　購入の支出について
55,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナーカートリッジ　購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札　外購入の支出について
15,660
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 背泳用フラッグ外購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
88,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油カス外購入の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却パック外購入の支出について
86,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
47,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　外の購入の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機専用用紙　外購入の支出について
70,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆（１２色入）　他　の購入の支出について
79,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
67,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作品保護用フィルム　購入の支出について
3,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール外購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ購入の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 錆止め塗料外購入の支出について
32,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプクリーニングホース　購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール他購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 散水ノズル　外　購入の支出について
68,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍機油他購入の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
74,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外１点の購入の支出について
47,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素計外購入の支出について
188,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 着色用刷毛外購入の支出について
47,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽石　外　購入の支出について
32,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
13,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用紙外購入の支出について
29,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外　購入の支出について
33,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフトパンチ外購入の支出について
46,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスさじ他の購入の支出について
9,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
92,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外購入の支出について
121,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術教材具貝殻モデルセット　外購入の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氷のう　外　購入の支出について
23,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　外　購入の支出について
42,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テント他購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 酢酸（氷酢酸）外購入の支出について
87,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石除去剤　外購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 圧縮コイルばね　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,134,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ外購入の支出について
20,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
55,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル外購入の支出について
46,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　他　購入の支出について
46,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン　外購入の支出について
139,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
462,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「道しるべ」指導書　購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「国語１」外購入の支出について
26,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はがき作成ソフト外購入の支出について
39,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
64,368
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
76,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムバスケットボール外購入の支出について
122,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
329,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 前面カバー　購入の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーペット購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗（マリーゴールド）外　購入の支出について
3,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ファイル　購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電池外購入の支出について
28,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援学級設置電話機主装置データ変更工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室証明器具取替の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館倉庫吊下げ鉄引戸補修工事一式の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館入口袖ガラス補修工事の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気扇配線修理工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階事務室、３階廊下窓ガラス入替工事の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年４組出入口ガラス補修工事の支出について
5,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（アルトサックス）修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理外の支出について
40,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館電設時計修理の支出について
87,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ鍵盤蓋修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン　外　修理の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理一式の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 防火扉の錠前修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
23,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会用物品運搬の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校舎改築に伴う重量物運搬業務委託（仕様書）の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫　家電リサイクル回収・運搬料　外の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫　家電リサイクル回収・運搬料　外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 管理作業員室　エアコン内部清掃の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 サッカーゴール廃棄の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大正スポーツセンター使用にかかる使用料の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
231,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「星空ロック　他」購入の支出について
18,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「星空ロック」外購入の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 視覚障害等研修会にかかる参加費（７／１９）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（７月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 薬包紙他購入の支出について
24,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンド扇風機外購入の支出について
88,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
263,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外の購入の支出について
34,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録印刷の支出について
39,074
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バンドソー替刃購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「２０１５全国大学入試問題正解生物」外購入の支出について
13,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録印刷の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーの購入経費の支出について
92,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
108,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキの購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エコデンカー製作用スプロケット購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書「地球の歩き方スペイン’１４～’１５」他購入の支出について
51,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用書籍「生命とは何だろう」他購入の支出について
2,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「学校案内」・「体験入学チラシ」印刷の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル処理手数料・回収料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校説明会の案内状送付（７／１８）用送料の支出について
32,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル処理手数料・回収料の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテスト集計・分析業務委託の支出について
143,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテスト集計業務委託の支出について
139,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「岳飛伝　９」他購入の支出について
88,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用書籍「生命とは何だろう」他購入の支出について
75,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 五大市立高等学校長会研究協議会参加費（７／２３の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＭＧシート黒板　外の購入の支出について
53,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用やさいもけいセット　外の購入の支出について
65,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
87,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室用ワゴン車修理の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼物機修理の支出について
109,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　損害保険料 高等部現場実習にかかる保険料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 エネルギーランド　他　入園料の支出について
19,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＭＧシート黒板　外の購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器　外購入の支出について
80,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機外１点の購入の支出について
10,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
49,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ウッドブロック　外購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトコーナーポスト　他　購入の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニパーカッションテーブル　の購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダー　購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 （高さ調節可能）ハードル購入の支出について
25,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高校世界地方別地図ヨーロッパ　外の購入の支出について
52,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 リアル人体骨格模型の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 図書整備用プリンター　購入の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 文字指導板　両面　他　の購入にかかる経費の支出について
87,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スタブロ　外　購入の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 熱線折り曲げ機購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーテーブル購入の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
49,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スポンジマット、他購入の支出について
232,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り　外　購入の支出について
20,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤカセットデッキの購入の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 花の土　他購入の支出について
9,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 さすまた　購入の支出について
7,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 片袖机の引き出し（下段）　購入の支出について
279,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室への壁掛け扇風機取付、移設工事の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室換気ダクト補修の支出について
79,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室シャワー取付工事の支出について
51,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 洗濯排水管詰り補修工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火用貯水槽給水装置修繕工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場止水栓バルブ外補修工事の支出について
147,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館給食室行ゲート弁修理外の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール及び体育館倉庫シャッター補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送室内校内ＴＶ・ＬＡＮ収納機器移設工事の支出について
114,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エアコン室内機補修工事の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替及びインターホン補修の支出について
396,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理室棟屋上塗膜防水補修工事の支出について
999,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール槽内塗装他補修工事の支出について
896,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西通用門廻り補修工事の支出について
859,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４号館１階廊下及び階段付近配線外補修工事の支出について
172,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 １年５組教室空調機設置工事の支出について
999,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウッドブロック　外購入の支出について
174,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターの購入の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
672,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＯＨＣ　購入の支出について
135,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機外１点の購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルビデオカメラ購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機（集約物品）購入の支出について
1,892,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コンビ書庫購入の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機　購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 太鼓指導にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
60,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
10,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語絵本教材　他　購入の支出について
17,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 実技研修材料　傘袋外　の購入（７／２２）の支出について
4,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第４４回高知算数セミナー会費（７／２３）の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 筑波学校体育研究会夏期研修会参加費（７／２３）の支出について
8,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ６・７月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究・研究討議会講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる指導員謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族教育講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「南中ソーラン」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２・３・４年　体験的活動（ノリタイム）講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和学習（戦争体験）講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導　講師謝礼金の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和学習（戦争体験）講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会　講師謝礼金の支出について
12,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語学習指導にかかる講師料の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙大判他購入の支出について
347,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タワシ入れ他の購入の支出について
33,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用連絡ファイル購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンワゴン　外の購入の支出について
118,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用除細動パッド他１３点購入の支出について
49,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス他　購入の支出について
38,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸の購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト　外　購入の支出について
170,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外購入の支出について
73,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製キャビネット扉ガラス　購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
15,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外の購入の支出について
36,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用封筒外購入の支出について
56,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白色ワセリン外購入の支出について
42,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク　外　購入の支出について
182,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易水質検査試験紙　購入の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザートナー外購入の支出について
375,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤパッド　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
382,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「話す・聞くスキル」外購入の支出について
186,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外購入の支出について
27,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
29,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土ケースセット外購入の支出について
63,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
510,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル外購入の支出について
59,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
819,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋外購入の支出について
16,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
605,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
915,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 整理カゴ　購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダクトフィルター購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク購入の支出について
15,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全スノコ　外の購入の支出について
189,926
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　他　購入の支出について
49,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭用殺虫剤　外１０点　購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリング材購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 薬品戸棚　他　購入の支出について
29,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭科指導書の購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うがい薬外購入の支出について
41,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用バッテリー購入の支出について
35,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　外購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 分度器　外　購入の支出について
73,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用ソフト　他　購入の支出について
154,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ外購入の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草花苗　ポーチュラカ　他購入の支出について
50,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科教材　火山灰　外購入の支出について
49,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
139,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球アサガオ苗　外　２点の購入の支出について
52,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルバム　外購入の支出について
109,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡外の購入の支出について
44,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,435,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バトン購入の支出について
16,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 変換プラグ外購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　外　購入の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト　外購入の支出について
231,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
50,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 俳句かるた　他　の購入にかかる経費の支出について
127,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根皮剥機用回転板購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外８点購入の支出について
76,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍補修テープ　他　購入の支出について
135,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　ほか購入の支出について
38,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ他購入の支出について
152,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プールリングブイ外の購入の支出について
55,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
52,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中国の服　他　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチリール外１点購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大直線定規　外　購入の支出について
46,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
99,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　他購入の支出について
57,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カセットガスボンベ外購入の支出について
14,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 震動ドリル　外購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用問題集「すう・りょう・ずけい」　外購入の支出について
7,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育用ゲームベスト購入の支出について
104,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防水型食品用温度計　外　購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体洗剤外購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸他９点購入の支出について
73,911
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネジ締　外　購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球アサガオの苗購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　外購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　他購入の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストロー外購入の支出について
71,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木かい　外購入の支出について
37,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土外購入の支出について
61,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙購入の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
8,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
32,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布たわし外購入の支出について
42,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外の購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙購入の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外　購入の支出について
6,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル式上皿自動秤外購入の支出について
96,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用ブラシ　外購入の支出について
31,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用聴診器外購入の支出について
51,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用脚立　外　購入の支出について
44,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年生自然体験学習にかかる薪代（７／２３）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
185,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッヂボール外購入の支出について
84,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　外　購入の支出について
70,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
98,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 一泊移住活動における写真の印刷代（７／２３）の支出について
6,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室放送設備修理工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館１Ｆ女子トイレ入り口ガラス入替工事の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター修理の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段おどり場　破損ガラス取替補修工事の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３Ｆ高学年音楽室出入口窓ガラス入替の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階女子トイレ補修の支出について
71,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 新館教室窓ガラス補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 便所詰り他補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛇口補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館放送設備修理外の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カットリレーコンセント修理の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
38,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
29,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳箱帆布張替修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 製氷機の修理の支出について
46,796
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 分校給食室用　電動缶切機修理の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機　修理の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子式ベルタイマー修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板機能付デジタルテレビ修理の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機の修理の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルカメラ修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜の修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
12,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル料金　外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル回収料　他の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル回収料　他の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル料金　外の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会公演業務委託の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞会業務委託の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「キンギョの転校生」公演業務委託の支出について
155,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木薬剤散布の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木薬剤散布業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会公演業務委託の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる通行料（７／２３）の支出について
13,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 臨海学習付添職員用ボート使用料（７／２４）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 音楽鑑賞会に伴う児童入館料の支出について
130,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同鑑賞会（５／２７）参加料の支出について
187,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 サマースクール（７／２３）時琵琶湖博物館入館料の支出について
1,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる有料道路通行料（７／２３）の支出について
9,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 空調機　購入の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルアンプ購入の支出について
144,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 薬品戸棚　他　購入の支出について
162,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫　購入の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「おばけとなかよし」外図書室用図書の支出について
324,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」他購入の支出について
47,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 児童図書室用図書「ひまわり」他購入の支出について
33,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　まよなかのたんじょうかい外購入の支出について
68,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外購入の支出について
34,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書まよなかのたんじょうかい外購入の支出について
33,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
70,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」他購入の支出について
62,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
46,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」他購入の支出について
77,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねずみくんの絵本」外購入の支出について
296,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 組体操実技研修会参加費　７／２２の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 組体操実技研修会参加費（７／２２）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 組体操実技研修会にかかる参加費（７／２２）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 一泊移住にかかる看護師謝礼金の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 仕立旗購入の支出について
8,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
234,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外　購入の支出について
39,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
588,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　他　購入の支出について
93,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンラック外購入の支出について
90,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーネット外購入の支出について
106,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管　外購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用ＤＶＤ　他　購入の支出について
27,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスティッシュ外の購入の支出について
4,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール外購入の支出について
61,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　　外　　購入の支出について
75,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊バンドジャーナル他購入（Ｈ２６．４～６）の支出について
14,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
166,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 燻煙殺虫剤　外の購入の支出について
65,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
177,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 毛かき外２点購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 追録の購入の支出について
3,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌・漂白剤　外購入の支出について
24,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　他購入の支出について
17,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー　外購入の支出について
40,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チョークケースほか購入の支出について
49,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
207,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てプラスチック手袋　他　購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 成績表ファイル　購入の支出について
71,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外　購入の支出について
25,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リード線ほか購入の支出について
24,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 全国高校入試正解ほか　雑誌購入の支出について
15,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
834,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電式記録タイマー用紙他購入の支出について
55,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテンの購入の支出について
51,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 天津すだれ　ほか購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 打ち込み用殺虫剤外購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール　外の購入の支出について
116,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 録音用ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
9,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽器トロンボーン用ミュート購入の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ　他　購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットクリップ　外　購入の支出について
211,910
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「ありのままで」外　購入の支出について
10,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム他購入の支出について
49,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 和紙千代紙　他　購入の支出について
33,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用カートリッジ外の購入の支出について
82,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外購入の支出について
12,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
455,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用消毒剤外購入の支出について
212,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄粉　他　購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
779,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
360,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平釣太鼓用鳥居台　外　購入の支出について
50,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバル用ストラップ　外の購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子便所便器破損取替修理の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室漏電等緊急補修の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 美術室及びチェレンジ室ガス漏れ補修工事の支出について
10,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援学級蛍光灯ガード取付工事の支出について
37,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールサイドテント取替工事の支出について
192,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術室窓ガラス補修工事の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 製氷機の移設及び正門前ライト取り付け工事の支出について
120,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階事務室２階職員室空調設備整備工事の支出について
24,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具修理の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂マイクジャック等取替修理の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室天井扇修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 防球ネット溶接外れ個所修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機の修理の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸のこ盤修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科室ミシン点検・修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機引取リサイクル料金及び収集運搬料金の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機引取リサイクル料金及び収集運搬料金の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 シロアリ用薬剤散布作業業務委託の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除薬剤打込業務委託の支出について
96,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布業務委託の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見職員ラフティング体験料（７／２３）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤレンタルの支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 点灯管　外購入の支出について
45,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「星空ロック」外　購入の支出について
89,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科５月分モデル謝礼の支出について
144,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
49,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外の購入の支出について
41,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター外購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット外　購入の支出について
65,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用器具外の購入の支出について
25,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ニット用糸買入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
241,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校舎塗装用塗料ほか購入の支出について
62,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用ガスコンロ購入の支出について
56,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状用紙他購入の支出について
64,839
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　他の購入の支出について
12,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録印刷の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
186,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 切削油購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機他の購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
231,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「産業教育関係執務提要」購入の支出について
6,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
309,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実習報告書の印刷の支出について
8,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル購入の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内パンフレット　印刷の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 ＳＳＨパンフレット印刷の支出について
35,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 クラブハウス扉鍵取替工事の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板貼替工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 国語準備室・情報処理室空調機修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 フライス盤修理点検の支出について
293,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コピー機他の購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「雨の塔」他の購入の支出について
89,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「円卓」外購入の支出について
80,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「カンタ」外の購入の支出について
60,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 前期現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 お話し会　講師謝礼金の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
55,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
12,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機　修理の支出について
18,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　固定釜　修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
89,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 まな板ラック　他　購入の支出について
60,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水温計　購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
490,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 各種スチール書架　購入の支出について
73,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 温・湿度計購入の支出について
8,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ファイリングボックス購入の支出について
2,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガイドポール購入の支出について
40,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 直線定規　外　購入の支出について
48,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 モップ絞り器　購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スパイラルソー糸のこセット　外購入の支出について
40,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 百人一首外購入の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
115,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 砂場カバー外の購入の支出について
57,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
45,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フリースタンドの購入経費の支出について
14,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＰＨ測定器　購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン他　購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 基本文字指導シート　購入の支出について
23,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　三角フラスコほか　購入にかかる支出について
16,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 元止め湯沸かし器購入の支出について
42,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 図書室用紙芝居「はしの上のおおかみ」外購入の支出について
59,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
564,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水切りバスケット　他　購入の支出について
56,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビデオ一体型ＤＶＤレコーダー　購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール塗装補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水補修工事の支出について
899,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替　工事の支出について
321,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 固定釜取替工事の支出について
257,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館折版屋根側溝部漏水補修工事の支出について
540,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール排水管漏水補修工事の支出について
362,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小プールフェンス片開き扉取付け工事の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館階段手すり補修工事の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館階段室１～４階及び南館４階廊下漏水補修工事の支出について
999,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バドミントン支柱床金具取付補修工事の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室網戸取り付け工事の支出について
51,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎内消防設備補修の支出について
574,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　体育館ギャラリー暗幕・レール取替修理の支出について
240,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ・操作盤補修工事の支出について
441,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 空調機の設置にともなう電源工事の支出について
667,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 普通教室空調機設置工事の支出について
969,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレスアンプ購入の支出について
140,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガス炊飯器　購入の支出について
146,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
194,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トロンボーン　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコンの購入の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
617,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
126,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スパイラルソー糸のこセット　外購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フルート　購入の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書館用書架購入の支出について
198,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 盆踊り講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 盆踊り講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 盆踊り講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 盆踊り講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 盆踊り講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 盆踊り講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 盆踊り講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フロアー塗料外　購入の支出について
157,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 室外用マット購入の支出について
87,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 指導用図書どの子も楽しくどんどんかける！購入の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プール用遊具の購入の支出について
12,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 全紙、シャボン玉液の購入の支出について
14,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コードレス電話機購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 簡易ミストセット購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 スクリーン張替え修繕工事の支出について
147,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 １階資材倉庫入口引戸ガラスの取替え工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ウサギ治療費の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 飼育動物の治療の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 不用洗濯機　収集運搬料及びリサイクル料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 不用洗濯機　収集運搬料及びリサイクル料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 巧技台（丸型はしご）の購入の支出について
67,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 実験実習材料　タコ糸外　の購入（７／２３）の支出について
1,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末保護カバー外購入の支出について
50,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研修会にかかる講師謝礼の支出について
30,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる看護士謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添看護師謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト　外　購入の支出について
69,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ外　購入の支出について
44,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＶＴ－Ｒ絵画語い発達検査　外購入の支出について
92,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
87,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明アクリル板他購入の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル外購入の支出について
54,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板他購入の支出について
185,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用水性ワックス購入の支出について
75,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 管理用物品「ＳＤカード」他の購入の支出について
139,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おしぼりタオル外購入の支出について
74,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室管理用物品「ラベルシール」他の購入の支出について
88,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーカー外購入の支出について
15,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスタープリンター用ロールペーパーの購入の支出について
33,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水質検査紙　外の購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白上質紙　外の購入の支出について
95,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
35,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗立て台　外購入の支出について
48,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てゴム手袋　購入の支出について
1,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひょうたん苗外購入の支出について
3,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンタワシ　外　購入の支出について
45,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　外　購入の支出について
55,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター（デュプロ）他購入の支出について
99,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤購入の支出について
5,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外　購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクタンク外購入の支出について
34,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドマルノコの購入の支出について
37,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 計算機外購入の支出について
128,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携他購入の支出について
63,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
23,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語掛図外購入の支出について
132,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー　他購入の支出について
260,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イラスト版こころのコミュニケーション　外　購入の支出について
28,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダートレーニングロープ　外購入の支出について
51,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 整理用ボックス外購入の支出について
115,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フック　外　購入の支出について
38,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素ＤＰＤ試薬　外　購入の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書館管理ソフト外購入の支出について
121,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けＤＶＤドライブ外購入の支出について
6,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん外１件購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー他　購入の支出について
189,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 笹外購入の支出について
88,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　他　購入の支出について
177,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
200,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表印刷の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　外　購入の支出について
55,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
72,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材「非識字体験ゲーム」購入の支出について
2,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材「写真で学ぼう！地球の食卓」購入の支出について
3,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削器　他購入の支出について
159,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール受水槽パイロット管外取替工事の支出について
55,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
3,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井破損ボード貼り換え補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階男子トイレ扉ガラス入替工事の支出について
7,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎２階給水管漏水補修工事の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン増設工事の支出について
40,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室二槽シンク修繕の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大印刷機修理の支出について
42,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室排水口会所外修理の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ収集運搬料及びリサイクル（請負）の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ収集運搬料及びリサイクル（請負）の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭樹木害虫防除作業業務委託の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自然体験学習下見にかかる高速道路通行料７／２４の支出について
4,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見に係る通行料（７／２４）の支出について
9,980



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同鑑賞会鑑賞費の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 管理用物品「ＳＤカード」他の購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 壁掛けエアコン購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校図書館管理ソフト外購入の支出について
95,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外　購入の支出について
149,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホワイトボードマーカー他　購入の支出について
54,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『れいぞうこ』外購入の支出について
191,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」外購入の支出について
33,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
68,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」外１１点の購入の支出について
47,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ふたり」外購入の支出について
42,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 デンマーク体操講習会　受講料（７／２４）の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育「いのちのふれ合い」　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育「いのちのふれ合い」　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　外　購入の支出について
169,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムヘッド外購入の支出について
79,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　外　購入の支出について
28,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マウスピース外購入の支出について
161,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用粉購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール　外　購入の支出について
60,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量粘土外購入の支出について
38,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レースカーテン外購入の支出について
139,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
55,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ばれん外購入の支出について
34,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 豆電球　ほか　購入の支出について
39,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学生の道徳１年」外購入の支出について
75,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードシート他２点購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
71,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装用マスキングテープ　外　購入の支出について
157,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮包帯　外購入の支出について
152,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 墨液外購入の支出について
40,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂エマルションペイント他購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カードケース外購入の支出について
83,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布他１点購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道　茶筅外購入の支出について
21,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 １液ウレタン樹脂塗料外の購入の支出について
63,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターマット　外　購入の支出について
41,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳副読本購入の支出について
275,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール外購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
149,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 入試問題データベース　購入の支出について
24,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計、他購入の支出について
27,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館鉄扉補修工事の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 排水管高圧洗浄工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール給水用制水弁取替工事の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット外修理の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノの修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年職業体験学習　連絡用切手の購入（７／２３）の支出について
32,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫　収集運搬料外の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫　収集運搬料外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 千島体育館使用にかかる使用料（７／２３）の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 双眼実体顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
46,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料他１点買入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト教材購入の支出について
38,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 無停電電源装置バッテリーの購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
218,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室合鍵作成の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイリングキャビネット購入の支出について
104,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
43,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リークチェック外購入の支出について
23,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 笹の購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産業教育関係執務提要追録購入の支出について
6,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 彬々寮床補修工事の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテスト集計・分析業務　委託の支出について
101,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修道館柔道場使用料（７月分・支払予定日７／２４の支出について
40,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「生存者ゼロ」外購入の支出について
151,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 おもちゃ「ドラゴンフライ」外の購入の支出について
54,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 モップハンガー　の購入の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 高等部学校案内　印刷の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室出入口ガラス入替工事の支出について
35,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ピアノ　修理の支出について
10,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホワイトボード購入の支出について
46,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 双眼実体顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
208,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食業務用蓋付きボウル購入の支出について
16,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ウレタンフォームマット購入の支出について
19,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掲示板　外　購入の支出について
44,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 算数用ノート白板購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
303,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 生物組み合わせプレパラート他購入の支出について
62,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
132,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯機　購入の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトボール用グローブ外購入の支出について
159,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オーディオプレーヤー　購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大玉用チューブ購入の支出について
18,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置フィルター修理の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室天井梁補修工事の支出について
376,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎脇整地作業の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関水溜りの改修工事の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 天吊りバスケットゴール補修工事の支出について
317,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防球ネット設置工事の支出について
78,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 インターホン配線工事の支出について
228,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 普通教室網戸設置工事の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
430,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　　冷凍冷蔵庫の購入の支出について
314,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　ポータブルＣＤレコーダー　購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
570,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 特別支援教育研究用ＣＤ－ＲＯＭ他購入の支出について
60,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 電子天秤ほか購入の支出について
114,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　購入の支出について
91,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子天秤ほか購入の支出について
98,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第５３回公開研究発表会　参加費（７／２５）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 幼稚園教育研究協議会山口大会会費（７／２５）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ５・６月分実習講師謝礼の支出について
38,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 課内実践　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 反戦・平和人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 大阪大空襲体験談用講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
5,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　外購入の支出について
57,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
8,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札　製造の支出について
180,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤の購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　購入の支出について
70,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 芝生バリカンバッテリ外購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ　外　購入の支出について
54,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
95,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機　購入の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＰＤ試薬ほかの購入の支出について
48,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　他　購入の支出について
86,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外　購入の支出について
41,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
97,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グローブ他購入の支出について
98,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス門落し外購入の支出について
39,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
43,389
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１４年度大阪市人権同和教育研究大会資料購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌ポリエチレンまな板　外６点の購入の支出について
63,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器乾燥機の購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤１セット外購入の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソッパジ　他　購入の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
23,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
156,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフトテープ外購入の支出について
33,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計　外購入の支出について
10,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４～５月分）の支出について
8,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体ねんど外購入の支出について
51,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙４切　他購入の支出について
289,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木介　外　購入の支出について
41,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機他の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数まるごとファックス資料集外購入の支出について
50,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターイメージドラム　購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト他購入の支出について
116,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣメモリーカード購入の支出について
34,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールマット　外　購入の支出について
21,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ―Ｒ外購入の支出について
83,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋　外６点購入の支出について
36,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 米飯バット　外　購入の支出について
202,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習用生花購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手外購入の支出について
60,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙ほかの購入の支出について
83,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札カバー　他購入の支出について
112,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外購入の支出について
47,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾外購入の支出について
27,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェンソー用品、剪定鋏、マスク、手袋購入の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ替え刃外購入の支出について
88,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テスト用プリントの購入（１学期）の支出について
78,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食指導白板　他　購入の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチロール丸型水槽外購入の支出について
91,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り器外６点購入の支出について
65,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料　購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腕時計　購入の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバー　外　購入の支出について
11,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 分別用ごみ袋外購入の支出について
31,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス網カゴの購入の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外の購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性建築シーラー　外　購入の支出について
71,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外６点購入の支出について
62,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌灯外の購入の支出について
139,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土他購入の支出について
78,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペパータオル外の購入の支出について
86,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーブック　外購入の支出について
224,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防草シート　購入の支出について
35,940
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス外３点　購入の支出について
21,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科指導用図書教材外の購入の支出について
44,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリング材　購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　５年国語上下　他購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡だて器他購入の支出について
26,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用ワックス外購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮ネット包帯外購入の支出について
7,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移植ごて外購入の支出について
64,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外の購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋他　購入の支出について
22,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック　購入の支出について
45,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ１５ｍｍ　外６点の購入の支出について
45,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー外購入の支出について
58,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車のコマ　購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェットティッシュ他購入の支出について
8,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用ボンド外の購入の支出について
120,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防鳥ネット外購入の支出について
135,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛外購入の支出について
60,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん購入の支出について
19,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
49,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表印刷の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　１ｋｇ外購入の支出について
66,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットフォルダー購入の支出について
45,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビートバン　外購入の支出について
89,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機替刃セット外購入の支出について
66,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）の印刷の支出について
40,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの破損による修理の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室物資搬入用扉修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ホタル小屋の修理工事の支出について
47,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館倉庫シャッター錠補修の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールとの連絡用インターホン配線修理工事の支出について
56,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下出入口扉ガラス取替工事の支出について
27,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階・本館２階教室ガラス入替補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室入口扉ガラス　修理の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中間ガス栓取替工事の支出について
5,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－１教室・図書室木製窓ガラス入れ替えの支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理及び部品交換の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ室外機　修理の支出について
70,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室床埋め込みコンセント修理の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　乾燥機　修理の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 門扉電気錠取替え及びドアクローザー修理の支出について
74,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
116,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用消毒保管機修理の支出について
67,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
26,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 分校給食室　牛乳保冷庫修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール便所扉鍵取替調整補修の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ補修の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸のこ修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 厨房室内給湯器修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 無停電電源装置修理の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
11,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プールインターホン取替修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
13,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用太刀魚外購入の支出について
41,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用豚肉外購入の支出について
79,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用炊込み用キノコご飯外購入の支出について
206,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷凍冷蔵庫　収集運搬料　外の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全自動洗濯機　廃棄処分の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 重量物の運搬業務委託の支出について
260,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ買替による収集運搬料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル回収料・収集手数料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬及びリサイクル料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ買替による収集運搬料の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル回収料・収集手数料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬及びリサイクル料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 全自動洗濯機　廃棄処分の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷凍冷蔵庫　収集運搬料　外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎南側樹木抜根及び撤去業務委託の支出について
224,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北校舎保健室裏外　植栽撤去業務委託の支出について
186,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞「金管合奏団」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木移植及び整地委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行下見　Ｈ２６／７／２５による通行料の支出について
10,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽会鑑賞費の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同鑑賞会鑑賞費の支出について
185,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる道路通行料（７／２５）の支出について
7,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会費用の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機購入の支出について
384,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガンの購入の支出について
286,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 壁掛け扇風機他の支出について
69,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「チャレンジ小学国語辞典」外　購入の支出について
210,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「体験取材世界の国々」外購入の支出について
192,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」他購入の支出について
137,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「乗り物パノラマシリーズ」外購入の支出について
91,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」　他購入の支出について
34,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこかいきのバス」外購入の支出について
31,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おまけ鳥　外」の購入の支出について
24,769
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
25,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生平和学習講演にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 練り板　外購入の支出について
38,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シーラー外１０点購入の支出について
38,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文書用コンテナ購入の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　外　購入の支出について
126,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外　購入の支出について
90,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料外購入の支出について
2,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手旗外購入の支出について
40,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロック用糸　他　購入の支出について
8,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 滑り止めワックス　購入の支出について
30,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　購入の支出について
288,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　他　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャープロテクター外購入の支出について
168,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校園名入り窓あき封筒　購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料（水性ペイント）　外購入の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰　購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リード、他購入の支出について
98,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　外　購入の支出について
65,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業証書用公印購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーズマスク　外購入の支出について
34,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッグロープ　他　購入の支出について
71,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペナント購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 芝生購入の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新聞レイアウト用紙外　購入の支出について
128,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液外　購入の支出について
16,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホウ酸団子　外購入の支出について
115,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板硝子購入の支出について
26,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当たりゴム　購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー　他　購入の支出について
54,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールカゴ外購入の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム版画版　外購入の支出について
12,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給食衣購入の支出について
18,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け時計　外　購入の支出について
54,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコック　外　購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理ソフト外購入の支出について
151,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外の購入の支出について
66,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
11,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年１組のガラス入替え補修の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２号館３階災害物資備蓄倉庫雨漏り補修工事の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂出入口扉ガラス外補修工事の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正面通用門補修工事の支出について
14,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館校長室・職員室空調機修理工事の支出について
173,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替工事の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機　修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ修理の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
19,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用だいこん外購入の支出について
68,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用アロエヨーグルト外購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
11,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
16,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛肉外購入の支出について
31,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ＡＥＤ講習用機材運搬の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 敷布団クリーニング処理手数料の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
150,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「サーティーナインクルーズ」外購入の支出について
146,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープの購入の支出について
62,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 銅板他の購入の支出について
70,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール　外の購入の支出について
50,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒指導要録印刷の支出について
29,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートパウチフィルム外購入の支出について
12,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 柔道畳滑り止めストッパー購入の支出について
230,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平シーツ購入の支出について
20,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
299,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 火山灰鉱物標本ほか理科教材購入の支出について
31,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 科目選択ガイド印刷の支出について
19,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内外印刷の支出について
101,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「学校案内」印刷の支出について
224,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（ＲＺ２５５）修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託４月～６月分の支出について
92,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 廃液の処理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 新体力テスト集計分析処理業務委託の支出について
89,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料（７月２５日）の支出について
121,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 藍の苗他の購入の支出について
130,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 裁ちバサミ　外　購入の支出について
90,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土外購入の支出について
200,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
121,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スノコ　購入の支出について
12,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 硬筆指導用黒板購入の支出について
155,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミュージックベル　外購入の支出について
27,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 来客用校名入りスリッパ　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ショップかご　他　購入の支出について
93,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プールサイド用マット　ほか購入の支出について
37,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トロンボーンミュート　購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 扇風機購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別教室棟南側外壁補修工事の支出について
582,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階西側男子トイレ補修工事の支出について
629,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子便所自動洗浄装置修繕の支出について
159,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室ガラリ補修工事の支出について
993,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館雨樋補修工事の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールシャワー漏水補修の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 磯池漏水補修工事の支出について
86,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電動防火シャッター修理の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過機整備工事の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ出水不良修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館廊下　床補修工事の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールバルブ取替補修工事の支出について
106,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館コートライン引きの支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プールタラップ設置工事の支出について
256,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 包丁・まな板収納庫購入の支出について
118,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プールサイド用マット　ほか購入の支出について
41,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スポンジマット購入の支出について
93,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック購入の支出について
144,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 照明灯　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 保健室用リクライニング式長いすの購入の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 まな板包丁収納ケース購入の支出について
186,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 指導用オルガン購入の支出について
299,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 学校活性化推進事業にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
4,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 紫外線吸収遮断メッシュシートの購入の支出について
41,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
10,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ペーパーカッター購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トランポリン　他　の購入の支出について
89,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,658,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 蟻の駆除作業の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 カラー拡大機用ロールペーパー　他　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教師用指導参考書購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 糸のこ盤他の購入の支出について
168,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 「学びの共同体」研究大会にかかる参加費の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育講師謝礼金の支出について
16,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキうすめ液他購入の支出について
81,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ　パッドの購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はし外購入の支出について
28,950
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ外購入の支出について
68,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル　Ａ４　購入の支出について
74,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切画用紙外購入の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サラム民話編１外購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イベント用吊下げ名札外購入の支出について
79,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンインク　外購入の支出について
92,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 周年式典用盛り花購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー外　購入の支出について
90,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り外購入の支出について
188,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
1,514,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
578,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
1,786,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明ホルダー２ポケット他購入の支出について
184,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　他　購入の支出について
124,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たのしいポケット歌集合唱ＣＤ　外１２点の購入の支出について
69,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習にかかる活動費（７／２８～３０）の支出について
61,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他購入の支出について
141,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除塵マット購入の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 評価用シール　外購入の支出について
147,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 横水栓　外購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード外購入の支出について
53,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
557,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
488,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外購入の支出について
7,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
401,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナーカートリッジ外購入の支出について
37,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字学習ステップ　外購入の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル　購入の支出について
87,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
416,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ホルダー外購入の支出について
125,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ外購入の支出について
29,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
224,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
468,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドワイパー　他　購入の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
458,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国語指導用教材購入の支出について
34,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マジックしゃもじ外購入の支出について
48,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コード付タップ他購入の支出について
39,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナーカートリッジ　購入の支出について
26,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 浮島　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙他購入の支出について
303,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内用マット　他　購入の支出について
81,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャビネット外購入の支出について
98,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外購入の支出について
44,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸形水そう　外購入の支出について
30,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保存袋外購入の支出について
178,269
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
296,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 子ども新聞（１学期）印刷の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
81,106,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 エアコン取付工事の支出について
74,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中間ガス栓修理の支出について
9,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 アクリル板取替の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室前ドアガラス補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室窓ガラス　補修の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室中間ガス栓取替工事の支出について
8,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンター修理の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
59,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理調整の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内電話プール用ブザー修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理室の網戸張替の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏用鉄琴他修理の支出について
28,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル回収運搬料　外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事務室用冷蔵庫リサイクル処理運搬料・処理手数料の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル回収運搬料　外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事務室用冷蔵庫リサイクル処理運搬料・処理手数料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ＣＡＰ講演業務委託料の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞人形劇業務委託の支出について
262,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自然体験学習に伴う付添教職員入園料（７／２８）の支出について
2,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見　高速料金（７／２８）の支出について
7,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自家用車使用下見出張にかかる高速道路使用料の支出について
9,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
91,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
147,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
61,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
116,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわり」ほか購入の支出について
17,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生人権学習　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　外　購入の支出について
188,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票（３年生用）印刷の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市人権・同和教育研究大会資料　購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
245,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
621,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー購入の支出について
24,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エアポンプ、他購入の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニス用ネット　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードの購入の支出について
12,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドライト購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「栄養の科学」外購入の支出について
105,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
274,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸外購入の支出について
45,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピートナー　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用消耗品「衝突球」ほか　購入の支出について
63,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
456,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
498,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 漂白剤　外購入の支出について
66,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
513,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンチレスファイル外購入の支出について
57,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印外　購入の支出について
20,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除藻剤　他購入の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
233,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙、外購入の支出について
50,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
319,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
36,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
163,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷シップ外購入の支出について
28,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
213,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー外の購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理用部品購入の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
41,595,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＦＡＸ移設電話線配線工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室入口扉　錠取替工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
28,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 太陽電池式電波時計修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料金　外の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料金　外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見の自家用車公用使用に伴う通行料の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ストップウォッチ外購入の支出について
74,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「星空ロック」外　購入の支出について
93,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
107,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
31,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録の印刷の支出について
20,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 複合機外購入の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
247,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
86,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイコンボード　他の購入の支出について
81,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックスの購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
14,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター他購入の支出について
40,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内の印刷の支出について
52,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,679,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 新体力テスト集計・分析処理業務委託の支出について
175,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　他　購入の支出について
54,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤメモリーカード他６点購入の支出について
32,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ　外の購入の支出について
51,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,349,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽観賞会　入場料の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大会参加費の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教授用時計模型　外の購入の支出について
76,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
1,513,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式ドライバードリル　他　購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 すだれ　購入の支出について
44,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＳＤ／ＵＳＢ／ＣＤラジオ外購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ダイヤマット　外購入の支出について
118,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トランポリン　購入の支出について
12,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 固定杭　購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ゴミ置場裏屋外雨水管詰まり修繕工事支出のについて
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関両開きドア補修工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール側面部塗装補修工事の支出について
831,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館トイレ修理の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室シャッター入替工事の支出について
510,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎外壁屋上補修工事の支出について
999,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管等漏水補修工事の支出について
497,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂用水道メータ取替工事の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関出入り口門扉戸車取替補修工事の支出について
484,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電動バスケットゴール補修工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 網戸設置工事の支出について
302,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 低残水水中ポンプ　購入の支出について
40,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器（集約物品）購入の支出について
1,151,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
80,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 クラリネット他購入の支出について
254,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スイミングボードの購入の支出について
16,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 給水管漏水修繕工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬料およびリサイクル料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬料およびリサイクル料の支出について
3,888
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別活動にかかる講師謝礼の支出について
16,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育講師謝礼金の支出について
10,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 シンクロナイズドスイミング体験学習　講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 シンクロナイズドスイミング体験学習　講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ活動（三味線）にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　他購入の支出について
43,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールカゴ外購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木かい外購入の支出について
163,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤外購入の支出について
10,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンタ他購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サージカルマスク外購入の支出について
58,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーホルダー購入の支出について
41,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー用輪切刃プレート購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　他購入の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吸水マット　外購入の支出について
92,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ－ＲＷ　外購入の支出について
32,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立　他　の購入にかかる経費の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター付ワゴン１３台購入の支出について
99,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　　外の購入の支出について
18,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーミキューライト他購入の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩素消毒剤　外の購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外７点の購入の支出について
99,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　外（集約物品）購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 亀の子たわし　外の購入の支出について
19,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
49,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車（ロングタイプ）購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー購入の支出について
7,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ外購入の支出について
52,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外の購入の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚購入の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＰＤ試薬外購入の支出について
12,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
33,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管ほかの購入の支出について
55,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス鋼製玉付回転フック外購入の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用黒板１枚外購入の支出について
107,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル　の購入にかかる経費の支出について
180,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特定小電力トランシーバー外の購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
15,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　外購入の支出について
78,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷請負の支出について
39,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏水修繕工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階管理作業員室横配管ガス漏れ補修工事の支出について
2,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 板硝子張替工事の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室空調室内機薬品洗浄工事の支出について
99,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂保安灯点検補修工事の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館便所圧力ポンプ他漏水修理の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替工事の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室コンセント取替補修工事の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス配管補修工事の支出について
1,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年１組　教室窓硝子取替工事の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫の修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理の支出について
67,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機修理の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン補修の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　ハンドル修理の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用冷凍冷蔵庫修理の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室アップコンセント修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用とろけるチーズ外購入の支出について
375,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物処分業務委託の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 アンサンブル・レネット音楽会公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇団トマト座公演「オズの魔法使い」業務委託の支出について
283,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見（７月２９日）高速道路通行料の支出について
8,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会参加にかかる経費の支出について
196,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽会鑑賞費の支出について
129,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 遠足下見にかかる入場料（７／２９）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市音楽団小学校合同鑑賞会の支出について
61,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ともだちみつけた」他　購入の支出について
368,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「しずくちゃんＢセット」外購入の支出について
291,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」他購入の支出について
33,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ふたり」他購入の支出について
76,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「すいか！」外の購入の支出について
200,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　おれたち、ともだち！外購入の支出について
180,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
176,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 福祉体験学習「盲導犬学習」講演料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習（２年）講話にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル　購入の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンガット外購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルハードディスク外購入の支出について
57,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
139,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光チョーク購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　外（集約物品）購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーワックス購入の支出について
51,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実習用プレパラート　外の購入の支出について
36,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ　他　購入の支出について
96,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスカート外１点の購入の支出について
61,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドレッサー替刃購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シリンダー栓錠外購入の支出について
77,544
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子天秤外の購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール（試合球）外１２点の購入の支出について
91,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
52,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラシックギター弦外購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平筆外購入の支出について
37,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
80,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル　外　購入の支出について
94,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「ＭＯＶＥ　ＯＮ」外　購入の支出について
14,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石塑粘土　外　購入の支出について
65,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館煙感知器交換工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス破損補修工事の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－４道路側すりガラス入替の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（クラリネット）修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸鋸盤修理の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 製氷機修理の支出について
60,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外リサイクル料及び運搬費の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外リサイクル料及び運搬費の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「チュモニの会」公演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 部活動練習にかかるグランド使用料（７／２８）の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる有料道路代外の支出について
32,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「二重螺旋の誘拐」外購入の支出について
361,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用書籍「５５歳からのハローワーク」外購入の支出について
274,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ４ツ爪単動チャック購入の支出について
125,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用ファイルほか購入の支出について
36,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印画紙の購入の支出について
10,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラ袋購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ダスタークロス外購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内の印刷の支出について
106,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
796,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館センター仕切りネット補修の支出について
185,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 前期現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテンアジャスターフック　の購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
74,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂粘土　外の購入の支出について
93,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 防災用ヘルメット　購入の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 薬品庫　鍵　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルカメラ修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等部　修学旅行付添教職員入場料（７／２８）の支出について
88,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コースロープ購入の支出について
29,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 移動式黒板　外（集約物品）購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科実験用ステンレスワゴンほか購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 はにわ模型　他　購入の支出について
66,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バトン（リレー用バトン）他　の購入の支出について
39,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター　他購入の支出について
50,652
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　プラスチック整理かご　外　購入の支出について
124,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プリンターの購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ３２型液晶テレビの購入の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 診察用回転いす購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎１階倉庫鉄扉改修工事の支出について
256,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室外部トイレの屋外排水詰り修理の支出について
51,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ設置ガス設備工事の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ビジネスホン入替工事の支出について
529,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント（仕様書）購入の支出について
548,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 超短焦点プロジェクターの購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テレビ台の購入経費の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 扇風機（天井添え付け用）購入の支出について
73,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ジョウロ外の購入にかかる支出について
71,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 光るうちわ　外１４件　の購入の支出について
37,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
10,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プール日よけテント張替え工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 時計修理の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パソコン他　購入の支出について
48,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マーチングドラム他の購入の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　他購入の支出について
44,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究大会参加にかかる資料代（７／３１）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ＨＤＭＩケーブル　他購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 パソコン他　購入の支出について
186,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国養護教諭連絡協議会研修会参加費（８／１）の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 田んぼ作り（５年体験学習）の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 染色体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 田んぼ作り（５年体験学習）の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ外購入の支出について
151,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性接着剤他　購入の支出について
214,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ搭載オーディオ外購入の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル他　購入の支出について
188,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードイレーザー外購入の支出について
88,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンド扇風機外１件購入の支出について
9,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトシーラー　外　購入の支出について
57,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
134,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーチングバスドラム外購入の支出について
124,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂調合ペイント外購入の支出について
19,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １００玉そろばん　外　購入の支出について
28,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ外購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル　購入の支出について
33,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ（ベニヤ板）外　購入の支出について
88,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　他購入の支出について
66,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計外購入の支出について
13,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インクカートリッジ　外購入の支出について
44,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
33,188
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットクリップ他購入の支出について
58,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
239,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集気びんの蓋　外　購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
25,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外　購入の支出について
45,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ交換部品購入の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾掛　購入の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードルカバー外購入の支出について
74,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋ほか保健室応急用品の購入の支出について
21,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 締太鼓外の購入の支出について
77,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料４～６月分の支出について
12,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　外　購入の支出について
23,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氷のう外１２件購入の支出について
37,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小型ハードル　外（集約物品）購入の支出について
111,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粉末洗剤　外２点購入の支出について
19,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒他購入の支出について
14,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
86,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチカバー外購入の支出について
42,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金たわし外購入の支出について
16,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ユンノリ（韓国伝統玩具）外購入の支出について
15,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角深ざる　外　購入の支出について
81,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ外購入の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外購入の支出について
41,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ尺外購入の支出について
99,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本地図カード外の購入の支出について
20,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用バッテリ購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おそうじシート（ドライタイプ）外　購入の支出について
13,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーシングペーパー　他　購入の支出について
18,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外　購入の支出について
56,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル孔版印刷機マスター外購入の支出について
140,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオケーブル他購入の支出について
29,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視力検査表外購入の支出について
70,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂調合塗料　他　購入の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テンキー外の購入の支出について
57,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
42,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
33,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子便所の自動水洗センサー修理工事の支出について
29,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学習園水道復旧工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂玄関網入りガラス破損補修の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ手洗い排水トラップ補修の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ノンスリップ金具及び給湯自在水栓補修工事の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館４階　音楽室廊下側窓ガラス入替えの支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門補修工事の支出について
42,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室内手洗い水道栓修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気扇の電気配線補修工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂前給水管止水工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用消毒保管機修理の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（ティンパニ）の修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修繕の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送機器修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内ＬＡＮサーバー鍵修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保存食用冷凍庫修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン修理の支出について
103,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パワーアンプ　修理の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動チェンソー修繕の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞　影絵劇「三枚のおふだ」外公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会　参加の支出について
128,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会　鑑賞料の支出について
137,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見（７／３０）にかかる通行料金の支出について
9,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会鑑賞費の支出について
65,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会鑑賞費の支出について
59,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会鑑賞費の支出について
73,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市合同音楽鑑賞会鑑賞費の支出について
189,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ふたり」ほか　の購入の支出について
68,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
333,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　まよなかのたんじょうかい外購入の支出について
32,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ひまわり」外購入の支出について
343,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 デンマーク体操講習会　受講料（７／３０）の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国情緒障害児短期治療施設職員研修会の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育「いのちのふれ合い」　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙Ａ４・９０ｋｇの購入の支出について
14,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板用クロス　外購入の支出について
17,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型ハードル　外（集約物品）購入の支出について
94,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具　購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サンダル　外　購入の支出について
42,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用プロテクター他３点の支出について
55,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
386,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸外の購入の支出について
29,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性フロアオイル　外　購入の支出について
60,782
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松やにクリーナー（松やに落とし）外　購入の支出について
71,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク、他購入の支出について
86,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用樹脂ワックス他１点購入の支出について
64,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロンほか購入の支出について
32,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板クロス購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 補充インク他１８点購入の支出について
161,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 社会公民　実物資料　購入の支出について
26,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床油　外購入の支出について
131,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用椅子外購入の支出について
86,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムコイン電池外の購入の支出について
9,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタデスク外購入の支出について
162,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機用受木　外　購入の支出について
52,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯外購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「ＪＰＯＰ甲子園２０１４ＶＯＬ２」外　購入の支出について
24,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用ドラムカートリッジ外の購入の支出について
74,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙　外　購入の支出について
43,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードリーダー外購入の支出について
223,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙やすり　外　購入の支出について
118,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 社会科指導書　購入の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土の購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管外購入の支出について
48,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理用部品　購入の支出について
70,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ツヤ消合成樹脂塗料外購入の支出について
44,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路のしおり　印刷の支出について
195,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下１・２階内壁補修工事の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス　入替工事の支出について
21,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール給水管破損補修工事の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉レリーズ取替工事の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
49,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機の修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ミシン点検調整の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 今津運動場使用料（７月分・支払予定７／３０）の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 教頭会研究協議大会参加費（７／３０～８／１）の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国歴史教育研究大会参加費（７／３０～３１）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
364,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓球ラケット　外　購入の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドラムセット　外　購入の支出について
82,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削器　外　購入の支出について
51,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッチビー　他　購入の支出について
24,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンマドリル他購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小型ハードル　外（集約物品）購入の支出について
228,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サイドテーブル　外購入の支出について
30,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 木かい外購入の支出について
138,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　購入の支出について
87,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用口ドア・電気錠・インターホン補修工事の支出について
474,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール吐水口漏水補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西運動場排水不良改善工事請負の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＴＶ共聴映像不良補修工事の支出について
169,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置水漏れ補修の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 側溝延長工事の支出について
272,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 小型ハードル　外（集約物品）購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ドラムセット　外　購入の支出について
123,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
468,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
77,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラーの購入の支出について
298,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
6,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プール用フープ　外　購入の支出について
19,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布ガムテープ購入の支出について
10,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 高枝バリカン　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーケント紙他購入の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 折り紙の購入の支出について
4,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理新規講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援研修会にかかる講師謝礼金の支出について
33,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国栄養教諭研究大会資料購入（７／３１）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 園芸用支柱外の購入の支出について
161,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ外の購入の支出について
376,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国特別活動研究協議会東京大会にかかる参加費の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国幼年美術の会夏期大学参加費（８／２）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 幼児教育研究大会徳島大会　参加費（８／１）の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研修会　講師謝礼の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン部品購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座高計　外（集約物品）購入の支出について
37,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書館システムソフト外４点購入の支出について
202,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
92,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援図書「昆虫の迷路」他購入の支出について
16,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水中ポンプ　外　購入の支出について
122,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
72,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネット外購入の支出について
85,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
67,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材提示装置の購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 延長コード外購入の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４月～５月分）の支出について
8,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジグソーパズル　外　購入の支出について
86,125
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
78,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモテープ　他の購入の支出について
142,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機他雑品購入の支出について
67,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 職員名札他購入の支出について
360,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外　購入の支出について
156,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤の購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入の支出について
71,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
88,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ他購入の支出について
116,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メダカ他購入の支出について
47,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大プリンターインク　他の購入の支出について
126,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外３点購入の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　他　購入の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター外購入の支出について
51,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャリングケース購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
155,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロッピーディスク　外　購入の支出について
7,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館分類シール他　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ他購入の支出について
39,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管ほか　購入の支出について
84,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル　外　購入の支出について
80,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーガード他購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリング材　購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アップコンセント購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ホルダー購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃　他購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
69,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
83,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオケーブル外購入の支出について
17,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚先キャップ　外　購入の支出について
138,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光管外購入の支出について
49,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
69,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機用トナー購入の支出について
28,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用バーコードラベル外購入の支出について
40,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー外の購入の支出について
14,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス　外購入の支出について
213,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 熱中症チェッカー　外購入の支出について
37,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さび止め塗料外の購入の支出について
24,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
51,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジン刈払機　購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷（１学期分）の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
45,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「たなべ」（１学期）印刷の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段室サッシ窓　他補修工事の支出について
95,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替の支出について
11,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン修繕工事の支出について
119,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室（３－１）窓ガラス入替工事の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス取替補修の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ポスト鍵取替工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎１Ｆトイレ　照明器具取替え工事の支出について
19,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルカメラ修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室シャワー修理の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プログラムタイマー修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
248,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
72,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫温度計取付工事の支出について
27,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修繕の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内ネットワークサーバー錠前補修の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
120,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製販一体型印刷機修理の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンタ修理の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 林間指導中の緊急タクシー代（７／３１～８／２）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料　外の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料　外の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 Ｑ－Ｕアンケート用紙診断料業務委託の支出について
74,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 音楽鑑賞会　参加費の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会　鑑賞費の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見（Ｈ２６／７／３１）通行料金の支出について
9,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
34,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
31,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第５８回全国特別活動研究協議大会東京大会参加費の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国特別活動研究協議大会　（７／３１）会費の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
98,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロジンバッグ外の購入の支出について
70,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライブラリーカレンダー外購入の支出について
23,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット　購入の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
6,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽教材ＤＶＤ購入の支出について
47,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「明日をひらく　１年」外　購入の支出について
263,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
84,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングボール　他　購入の支出について
45,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ふみこみ防止ベルト　他購入の支出について
72,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル　外購入の支出について
16,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角コーン、他購入の支出について
57,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木材（２×４材）外購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ用マイク　購入の支出について
18,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピクチャーカード　購入の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「無責任ヒーロー」外の購入の支出について
21,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 てん刻用バイス外の購入の支出について
76,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕　購入の支出について
88,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
68,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙　外　購入の支出について
72,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　外　購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーブック他購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 釘　外　購入の支出について
88,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 座高計　外（集約物品）購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンタクトバック他８点購入の支出について
117,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌・消毒剤　外　購入の支出について
108,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２階教室サッシ窓ガラス交換工事の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階廊下サッシ窓ガラス交換工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 断裁機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
19,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機買替時に伴う回収料金外の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機買替時に伴う回収料金外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見（７／３１～８／２）の高速使用料の支出について
22,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
258,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第１回大阪市音楽団学校別指導の講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール　外部指導者講師料の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（７月分）の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＶケーブル他の購入の支出について
17,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「朝日キーワード２０１５」外購入の支出について
20,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 グルースティック他の購入の支出について
31,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 硫酸他購入の支出について
91,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内用エバーマット購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット他購入の支出について
22,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックコートフィルム外購入の支出について
66,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙中厚口Ｂ４外購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスコート用土購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 現代文問題データベース他購入の支出について
44,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 画像転送機器外の購入経費の支出について
30,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アングル材他購入の支出について
28,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産業教育関係執務提要購入の支出について
13,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用殺虫剤の購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 数学問題Ｄ．Ｂ（プリント作成ソフト）購入の支出について
33,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用具セット　外の購入の支出について
62,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢ切替器他　購入の支出について
57,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂西側シャワー元バルブ不良および便所漏水補修の支出について
64,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器センサー不良取替の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校案内送付用メール便料金（７／３０）の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　損害保険料 スポーツ体験教室参加者傷害保険料の支出について
42,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ他購入の支出について
220,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「神曲：地獄篇」他の購入の支出について
168,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１１／２２／６３」外購入の支出について
156,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「朝日キーワード２０１５」外購入の支出について
190,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国算数・数学教育研究大会参加費（７／３１）の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 耐圧糸入りカットホース　他購入の支出について
75,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈り機　外購入の支出について
160,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　外購入の支出について
85,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 吸水型掃除機　購入の支出について
192,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プールデッキ　購入の支出について
228,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モバイルルーター　購入の支出について
239,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 サピエ図書館　年間利用料の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール　他　購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電ブロワ外購入の支出について
23,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パソコンテーブル購入の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 地球儀　購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高校入試問題ＤＶＤ購入の支出について
7,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 綱引きロープ　外　購入の支出について
48,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
1,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトボール用バット　購入の支出について
33,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式ボール外購入の支出について
213,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
24,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具等取替工事の支出について
132,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上テニスコートオムニコート補修工事の支出について
888,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管高圧洗浄の支出について
129,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉アクリル板取付工事の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関門扉蝶番補修工事の支出について
154,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２Ｆ調理室窓硝子補修の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館水切り取付工事の支出について
382,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水管詰り通管工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽配管補修工事の支出について
153,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 座高計　外（集約物品）購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
185,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マリンバ購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱購入の支出について
164,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
68,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外　購入の支出について
6,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス　外１件　購入の支出について
24,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 防水マット購入の支出について
87,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
19,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育室用カーテン購入の支出について
64,512
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 空調室外機修理の支出について
23,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 園庭放送設備の修繕の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
31,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第６３回全国幼児教育研究大会参加会費（８／１）の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国幼稚園教育研究大会徳島大会参加費の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習活動にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い切り手袋外購入の支出について
56,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん　他　購入の支出について
26,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食調理用釜の蓋　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
39,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
241,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタラベル購入の支出について
26,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル　外購入の支出について
98,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ外購入の支出について
42,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドガラス　他購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
178,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土ほか購入の支出について
62,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削器　外　購入の支出について
26,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
763,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん紙外購入の支出について
50,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
1,013,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 盛り絵具外購入の支出について
14,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
706,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
745,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
163,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料（水性壁用・白）　外　購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サマースクールのカレー作りの材料購入（８／１）の支出について
4,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛消炎湿布薬（冷感）他購入の支出について
15,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮルーター外購入の支出について
26,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票ホルダー購入の支出について
98,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
31,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート外購入の支出について
66,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
35,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点用水性マーキングペン　外７点の購入の支出について
60,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷代の支出について
25,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）の印刷の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 島屋こども新聞印刷の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷の支出について
45,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞１学期分印刷の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
1,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
36,180
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校園ネットワーク用パソコンの修理の支出について
105,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機ドアガスケット取替補修の支出について
34,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル回収料他の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル回収料他の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる有料道路通行料（８／１）の支出について
6,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコンの購入の支出について
89,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 無線ＬＡＮルーター外購入の支出について
116,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ファイリングキャビネット購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ふたり」外購入の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和学習実施にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 民族講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 かんな　外購入の支出について
65,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理ソフト　外　購入の支出について
127,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗布（学級旗用仕立旗）　外　購入の支出について
105,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類用乾燥機　外　購入の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書館管理用ソフト、他購入の支出について
129,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料他７点購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
208,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポイト用乳豆、他購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化ちりとり　外　購入の支出について
64,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード　外の購入の支出について
34,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
532,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト「Ｍａｎａｖｉ２０１４」外購入の支出について
65,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫塑用粘土他購入の支出について
218,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ外購入の支出について
45,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛外購入の支出について
94,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
379,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
73,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性多用途ペンキ外購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
423,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用「自分をつくるテツガク」他購入の支出について
9,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤外購入の支出について
19,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＦＡＸ配線不通補修工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴール修理の支出について
99,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（トロンボーン）修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修理の支出について
25,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外　修理の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（クラリネット、他）修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料８月分（７／３１）の支出について
144,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用「自分をつくるテツガク」他購入の支出について
237,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
86,365
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
32,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
344,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
30,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
142,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
121,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大玉購入の支出について
37,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
7,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スチール机幅１ｍ２台購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トング外購入の支出について
42,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式用捕手マスク　外の購入の支出について
109,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビジネスデスク外購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機外購入の支出について
44,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
330,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
913,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
363,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子便所立水栓漏水修理外補修工事の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール給水管止水バルブ補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機外購入の支出について
66,150

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,602

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,609

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,472

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,309

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,464

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
6,113

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,218

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
31,640

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
8,482

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
20,379

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
49,880

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
5,480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
856,028

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
672

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
1,160

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
90

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
544

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,063

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
9,141

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
872

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
38,548

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,438

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
504
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
724

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
20,948

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
1,747

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
5,586

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
48,282

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
27,906

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
23,021

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
304

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
1,588

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,998

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
1,178

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,247

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
9,692

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
8,665

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,277

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
6,650

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬　弟１四半期の支出について
88,989

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
180,270

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
5,949

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
2,300

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
27,040

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
30,976

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
56,160

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
8,760

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
38,260

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,230

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
9,740

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,180

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
8,150

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
126,536

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
160,150

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
868,164

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
42,733

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
1,334

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
11,160

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,981

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
10,170

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
8,376

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
40,732

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
41,820

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
15,080

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
31,876

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
58,320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年07月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
41,580
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消防局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（潜水士免許取得試験受験①）
15,360

消防局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（５月分）
156,283

消防局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（５月分）
179,673

消防局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）経費の支出について（４月分）
125,922

消防局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 警防課用　管外出張に伴う会議費の支出について（平成２６年度消防通信連絡会総会（平成２６年７月３・４日開催））
4,000

消防局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（第89回七都市人事担当者会議）
29,500

消防局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用管外出張旅費の支出について（第58回危険物行政実務研究会）
7,400

消防局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２６年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（４月分）
409,827

消防局 総務課 平成26年07月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２６年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分）
390,312

消防局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２６年度大阪市消防局庁舎清掃業務委託料の支出について（４月分）
794,340

消防局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（５月分）
195,920

消防局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（５月分）
122,842

消防局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（５月分）
8,109

消防局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局５月分）
2,624

消防局 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（５月分）
1,982

消防局 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局５月分）
5,000

消防局 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用データサービス利用料金（消防局５月分）に伴う経費の支出について
16,000

消防局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（潜水士免許取得試験受験②）
16,560

消防局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「電波法令集追録４４号ほか１点」の購入及び経費の支出について
5,918

消防局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「航空路誌改訂版０６３号ほか１点」購入及び経費の支出について
7,180

消防局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（６月分）
258,515

消防局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（４月分）の支出について
212,814

消防局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（６月分）
5,471

消防局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２６年度大阪市消防局庁舎清掃業務委託料の支出について（５月分）
612,900

消防局 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（施設課Ａ２）乾式デジタル複写機長期借入の支出について（５月分）
18,568

消防局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（津波・大規模風水害対策車両積載「水陸両用バギー」取扱訓練）
57,640

消防局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（衛生管理者免許試験受験）
6,260

消防局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（６月分）
28,763

消防局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（６月分）
234,585

消防局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（６月分）
304,231

消防局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬処理業務委託料（４月分）の支出について
498,636

消防局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬処理業務委託料（５月分）の支出について
386,843

消防局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（５月分）の支出について
192,780

消防局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（平成２６年度消防通信連絡会総会）
37,600

消防局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「現行法規総覧追録８４０－８６３号」の購入経費の支出について
26,976

消防局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「新耐火防火構造・材料等便覧追録（８３５・８３６号）」の購入及び経費の支出について
10,074

消防局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２６年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（６月分）
2,559,332

消防局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（６月分）
2,703

消防局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（６月分）
2,703

消防局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２６年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（６月分）
33,616

消防局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（６月分）
2,854

消防局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（６月分）
2,854

消防局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（６月分）
5,707

消防局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
200,010

消防局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
11,950

消防局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（８月分）
16,347

消防局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
4,978

消防局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
20,010
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消防局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
24,970

消防局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局６月分）
5,363

消防局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（東京消防庁及び全国消防長会への報告調整）
57,680

消防局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（６月分）
196,583

消防局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（６月分）
82,963

消防局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 教育訓練センター用管外出張旅費の支出について（救急救命士養成所担当者会議）
29,200

消防局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２６年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（６月分）
409,827

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（６月分）
12,984

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（Ｈ２６．６．２２職員採用試験）
38,180

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（６月分）
26,466

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（施設課Ａ２）乾式デジタル複写機長期借入の支出について（６月分）
6,858

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（６月分）
141,161

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（６月分）
32,400

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（６月分）
214,597

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（６月分）
139,214

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（６月分）の支出について（平成２６年度）
341,852

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２６年度大阪市消防局庁舎清掃業務委託料の支出について（６月分）
651,780

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局６月分）
19,346

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（６月分）
6,231

消防局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（６月分）
134,060

消防局 人事課 平成26年07月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 安全運転管理用　安全運転管理者等講習受講費の支出について（総務・警防）
8,400

消防局 人事課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 衛生管理用　ＧＨＱ精神健康調査票の購入経費の支出について
12,960

消防局 人事課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 衛生管理者用　免許申請手数料の支出について
3,000

消防局 人事課 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員採用試験用　体育ラインテープ（白）ほか２点の購入並びに同経費の支出について
39,528

消防局 施設課 平成26年07月04日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　港消防署事務室・衛生管理室空調設備改修工事費の支出について
1,090,800

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　事務用椅子Ａほか８点の購入経費の支出について
635,040

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　テレビＡほか５点の購入経費の支出について
440,316

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　テレビＡほか５点の購入経費の支出について
35,532

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　テレビＡほか５点の購入経費の支出について
131,328

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　事務用椅子Ａほか８点の購入経費の支出について
125,280

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（消防局）第１四半期分（５月分）の支出について
4,734,720

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）の支出について（４月追加分）
14,350

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）の支出について（５月分）
193,257

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油（消防局）第１四半期分（５月分）の支出について
1,447,920

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用燃料（５月分）の支出について
1,477,747

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　免税軽油（消防局船舶）第１四半期分（５月分）の支出について（ゆめしま）
5,562

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（消防局）の支出について（５月分）
1,130,877

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（消防局）の支出について（４月追加分）
6,519

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（旭消防署）の支出について（５月分）
82,366

消防局 施設課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）の支出について（５月分）
3,398,265

消防局 施設課 平成26年07月09日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　港消防署非常用発電設備その他改修工事の完成金の支出について
30,533,280

消防局 施設課 平成26年07月09日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　港消防署非常用発電設備その他改修機械設備工事の完成金の支出について
11,842,280

消防局 施設課 平成26年07月11日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用救急教育センター改修機械設備工事の前払金の支出について
7,860,000

消防局 施設課 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　中量棚Ａほか１１点の購入経費の支出について
691,632

消防局 施設課 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　中量棚Ａほか１１点の購入経費の支出について
316,008

消防局 施設課 平成26年07月14日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　平野消防署加美出張所事務室空調設備改修工事費の支出について
683,640

消防局 施設課 平成26年07月16日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用東淀川消防署通信機械室空調設備改修工事費の支出について
378,000

消防局 施設課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 災害対応用　港消防署災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（７月分）
6,200
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消防局 施設課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託料の支出について（４月分）
408,024

消防局 施設課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託料の支出について（５月分）
408,024

消防局 施設課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（７月分）
370,734

消防局 施設課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（７月分）
105,024

消防局 施設課 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　事務用椅子Ａほか４点の購入経費の支出について
172,476

消防局 施設課 平成26年07月22日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　東成消防署深江出張所空調設備改修工事費の支出について
1,326,240

消防局 施設課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　小型ガス湯沸器ほか１点の購入経費の支出について
28,080

消防局 施設課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　小型ガス湯沸器ほか１点の購入経費の支出について
2,592

消防局 施設課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　小型ガス湯沸器ほか１点の購入経費の支出について
109,728

消防局 施設課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　米びつの購入経費の支出について
7,668

消防局 施設課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　消防局南方面隊空調室外機補修工事の支出について
705,240

消防局 施設課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（８月分）
88,500

消防局 施設課 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署ガス吸収式冷温水発生機リーク調査業務委託料の支出について
174,960

消防局 施設課 平成26年07月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　福島消防署上福島出張所屋上防水改修工事費の支出について
531,360

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ガスヒートポンプ式空調機部品買入の支出について
256,500

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 営繕事務用　設備と管理ほか２３点の図書購入経費の支出について（第１四半期分）
169,018

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　水上消防署電光表示板修理の支出について
270,000

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（６月分）
270,000

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（８月分）
21,344

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（６月分）
59,400

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（６月分）
60,696

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（６月分）
61,020

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託料の支出について（６月分）
408,024

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（８月分）
94,500

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（菱和パレス銀座東）賃借料（８月分）の支出について
87,500

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用災害待機宿舎公舎（シティーコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（８月分）
18,400

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対策用災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（８月分）
34,978

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用機器場所賃借料（あべのハルカス）の支出について（６月分）
129,600

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（藤和ライブタウン）賃借料の支出について（８月分）
85,000

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（第２井筒マンション）賃借料の支出について（８月分）
100,000

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用機器場所賃借料の支出について（ＯＡＰタワー）（８月分）
7,560

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（８月分）
274,000

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対策用災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（８月分）
13,539

消防局 施設課 平成26年07月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（フローラルタウン千鳥橋）賃借料の支出について（７月分）
100,000

消防局 予防課 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 理化学試験用　ガラスインサートほか１４点の購入経費の支出について
145,659

消防局 予防課 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 火災予防普及用　平成２６年度大都市予防担当部課長会議開催に伴う経費の支出について
5,000

消防局 予防課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　防災実技講習業務委託経費の支出について（６月分）
830,070

消防局 予防課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託料の支出について（６月分）
11,942,280

消防局 予防課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託の支出について（６月分）
14,645,970

消防局 予防課 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 理化学試験用　ジエチルエーテルの購入経費の支出について
8,640

消防局 予防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（６月分）
122,590

消防局 予防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第１回）
20,709

消防局 予防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（６月分）
7,015

消防局 予防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第１回）
8,437

消防局 予防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第１回）
17,057

消防局 予防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（６月分）
85,730

消防局 予防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第１回）
16,437

消防局 予防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（６月分）
31,723
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消防局 予防課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（６月分）
801,280

消防局 予防課 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成26年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務経費の支出について（６月分）
8,007,514

消防局 規制課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用　高圧ガス保安法規集ほか１点の購入代金の支出について
10,690

消防局 規制課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 規制課事務用　高圧ガス保安法規集ほか１点の購入代金の支出について
500

消防局 規制課 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用　高圧ガスハンドブックの購入代金の支出について
116,640

消防局 規制課 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用　火薬類取締法令集の購入代金の支出について
8,000

消防局 規制課 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 規制課事務用　高圧ガスハンドブックの購入代金の支出について
1,836

消防局 規制課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 規制課研修用　平成２６年度火薬類取締法研修受講に伴う管外出張旅費の支出について
28,880

消防局 規制課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用　シガーライター電源コードの購入代金の支出について
5,400

消防局 警防課 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（５月分）
650,814

消防局 警防課 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等５月分の経費の支出について
190,038

消防局 警防課 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等５月分（２）の経費の支出について
334,612

消防局 警防課 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車積載ホースカーの修繕経費の支出について
287,118

消防局 警防課 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（５月分）
29,764

消防局 警防課 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム業務用端末等一式長期借入経費の支出について（５月分）
1,132,380

消防局 警防課 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（５月分）
13,542

消防局 警防課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（5月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（5月分）
468,970

消防局 警防課 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成22年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（5月分）
700,389

消防局 警防課 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の定期点検整備等５月分（３）の経費の支出について
43,848

消防局 警防課 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防艇整備用　多機能型消防艇｢まいしま｣搭載艇修繕経費の支出について
366,323

消防局 警防課 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員資格取得用　潜水士資格試験受験手数料及びテキスト料の支出について（ｈ２６．７）
6,480

消防局 警防課 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　潜水士資格試験受験手数料及びテキスト料の支出について（ｈ２６．７）
20,400

消防局 警防課 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 大震火災対策事業用　東淀工業高等学校ほか１か所可搬式ポンプ収納庫移設に伴う経費の支出について
170,424

消防局 警防課 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助強化訓練用水泳パンツほか３点買入経費の支出について
235,807

消防局 警防課 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の定期点検整備等５月分（１）の経費の支出について
556,070

消防局 警防課 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 職員研修用　急流水難救助対応研修受講に伴う特別旅費の支出について
1,880

消防局 警防課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車の定期点検整備等５月分の追加整備にかかる経費の支出について
115,663

消防局 警防課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両ポンプ装置保守点検整備（１）にかかる経費の支出について
291,060

消防局 警防課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等５月分（１）の経費の支出について
1,651,750

消防局 警防課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等６月分の経費の支出について
159,837

消防局 警防課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の定期点検整備等６月分（３）の経費の支出について
78,969

消防局 警防課 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 消防活動用平成26年度地域衛星通信ネットワーク利用応益分担金の支出について
675,000

消防局 警防課 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成23年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（６月分）
366,683

消防局 警防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（６月分）
22,032

消防局 警防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（６月分）
27,000

消防局 警防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（６月分）
468,970

消防局 警防課 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成22年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（６月分）
700,389

消防局 警防課 平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度１万分１精度地図データほか２点借入経費の支出について（６月分）
216,000

消防局 警防課 平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用平成２６年度２５００分１精度地図データ借入経費の支出について（６月分）
1,252,044

消防局 警防課 平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム業務用端末等一式長期借入経費の支出について（６月分）
1,132,380

消防局 警防課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊事務連絡用　通信費（後納料金６月分）の支出について
11,070

消防局 警防課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の定期点検整備等６月分（１）の経費の支出について
1,262,282

消防局 警防課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両ポンプ装置保守点検整備（２）の経費の支出について
497,340

消防局 警防課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用メール１１９運用サービスの利用料の支出について（６月分）
216,000

消防局 警防課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（6月分）
280,800

消防局 警防課 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用ネットワーク回線利用料の支出について（６月分）
2,024,424

消防局 警防課 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用８月分消防自動車継続検査重量税・手数料１１台分経費の支出について
12,100
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消防局 警防課 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用８月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料１１台分経費の支出について
97,120

消防局 警防課 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車整備用８月分消防自動車継続検査重量税・手数料１１台分経費の支出について
524,800

消防局 警防課 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（６月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 ヘリコプター用　エンジン整備訓練講習受講費の支出について
270,000

消防局 警防課 平成26年07月29日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 工事請負費　新規工事費 高所カメラ情報収集システム機器製造に伴う経費の支出について（平成２６年度分）
945,000

消防局 警防課 平成26年07月29日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 負担金、補助及交付金　負担金 スイスホテル南海大阪の高所カメラ情報収集システム機器撤去に伴う基礎撤去等工事にかかる費用の支出について
453,600

消防局 警防課 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（６月分）
650,814

消防局 警防課 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の定期点検整備等６月分（２）の経費の支出について
364,068

消防局 警防課 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 救助支援車の照明装置保守点検整備の経費の支出について
204,120

消防局 警防課 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の定期点検整備等５月分（２）の追加整備経費の支出について
5,346

消防局 警防課 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（６月分）
55,248

消防局 警防課 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用線・IP回線利用料の支出について（６月分）
429,840

消防局 警防課 平成26年07月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 大震火災対策事業用　可搬式ポンプ収納庫買入に伴う経費の支出について
1,123,200

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（６月分）
1,551,465

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（６月分）
38,880

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送回線使用料の経費の支出について（６月分）
6,696

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用回線使用料（６月分）の支出について
4,869

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用回線使用料に係る経費の支出について（６月分）
22,754

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理システム用回線使用料（６月分）の支出について
94,964

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（６月分）
6,231

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用発信地システム使用料の支出について（６月分）
519,674

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（６月分）
10,584

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（６月分）
10,080

消防局 警防課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 消防活動用無線局(航空局)定期検査手数料の支出について
2,450

消防局 司令課 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 警防訓練用　警防技術練成会 優秀盾の購入及び同経費の支出について
5,184

消防局 司令課 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用可搬無線機機動２の修理経費の支出について
16,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 高度救命処置用　訓練人形静脈路確保困難モデル腕表皮外７点の購入及び同経費の支出について
1,615,680

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　静脈留置針ほか３点の購入経費の支出について
719,118

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の経費にかかる支出について
14,240

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 救急救命士免許申請用　健康診断に係る経費の支出について
54,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　ＳＴ１１０左後部席フロアー修繕にかかる経費の支出について
66,528

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 本部研修用　予防事務講習会の講師報償金の支出について
14,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金への繰入金の支出について６月分)管理費
4,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について(６月分)運営費
2,700

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　人権問題研修会に伴う講師報償金の支出について
30,400

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）の経費にかかる支出について
14,368

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 体力管理用　研修教科書「消防職員体力管理マニュアル」買入経費の支出について
89,950

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（６月分）
16,010

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員研修用　空気呼吸器の修理経費の支出について
151,545

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入経費の支出について（平成２６年４月１日～６月３０日）
12,111

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　バス３ヶ月定期点検整備にかかる経費の支出について
97,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 委託研修用　平成26年度救急救命士養成所専任教員講習会の受講にかかる必要経費の支出について
108

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 委託研修用　平成26年度救急救命士養成所専任教員講習会の受講にかかる必要経費の支出について
19,950

消防局 北消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか３点の購入経費の支出について
79,974

消防局 北消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器の修理経費の支出について
31,104

消防局 北消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
14,238

消防局 北消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　テプラテープほか１点の購入経費の支出について
94,176

消防局 北消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
15,012
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消防局 北消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
2,132

消防局 北消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
5,827

消防局 北消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
7,560

消防局 北消防署 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（４月～６月分）
12,111

消防局 北消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（６月分）経費の支出について
26,101

消防局 北消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　北本署小型タンク車（ＳＴ２６０）左電動ミラーの修理経費の支出について
45,090

消防局 北消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布・タオルケット洗濯代４月～６月及び経費の支出について
12,852

消防局 北消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町救急車（Ａ３８２）センタストップランプの修理経費の支出について
9,936

消防局 北消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町救急車（Ａ３８２）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 北消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
16,100

消防局 北消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　自転車購入並びに同経費の支出について
111,240

消防局 北消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　梅田出張所ガレージシャッターの修理経費の支出について
64,800

消防局 北消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浮田出張所待機室エアコンの修理経費の支出について
60,917

消防局 北消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梅田救助隊車（Ｒ１０４）左前ドアの修理経費の支出について
22,283

消防局 北消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気ボンベの修理経費の支出について
28,198

消防局 北消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　梅田救助隊用ナビゲーターの修理経費の支出について
80,568

消防局 都島消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプの修理経費の支出について
29,160

消防局 都島消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ゴム印の購入経費の支出について
15,120

消防局 都島消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島梯子車エアコンの修理経費の支出について
78,829

消防局 都島消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島ミニ消防車の定期点検整備等経費の支出について
4,320

消防局 都島消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島救急車ブレーキランプ修理経費の支出について
9,504

消防局 都島消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　熱画像エボリューション修理経費の支出について
9,720

消防局 都島消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器の減圧器修理経費の支出について
33,480

消防局 都島消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
2,040

消防局 都島消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
1,148

消防局 都島消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
4,200

消防局 都島消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
4,644

消防局 都島消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
4,320

消防局 都島消防署 平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（６月分）
17,025

消防局 都島消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
21,860

消防局 都島消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（４月～６月分）
12,111

消防局 都島消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東野田救急車スライドロック解除レバー修理経費の支出について
7,884

消防局 都島消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島救急車フューエルインジェクタ修理経費の支出について
71,008

消防局 都島消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器の修理経費の支出について
47,563

消防局 都島消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
27,864

消防局 都島消防署 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（都島８００）修理経費の支出について
18,938

消防局 福島消防署 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ガス検知警報器作動不良修理経費の支出について
91,108

消防局 福島消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスの購入経費の支出について
9,849

消防局 福島消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（6月分）の支出について　管理費
12,984

消防局 福島消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（6月分）の支出について　管理費
164

消防局 福島消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（6月分）の支出について　管理費
420

消防局 福島消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（6月分）の支出について　運営費
3,024

消防局 福島消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（４月～６月分）
12,111

消防局 福島消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか２点の購入経費の支出について
47,813

消防局 福島消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　上福島出張所自動洗浄システム小便器止水不良修理に伴う経費の支出について
16,308

消防局 福島消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布及びタオルケット洗濯経費の支出について（４月～６月分）
10,667

消防局 福島消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）支出について
15,192

消防局 福島消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
24,020
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消防局 福島消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　本署受水槽止水不良等の修繕経費の支出について
75,600

消防局 此花消防署 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ３５７エンジンオイル交換整備に伴う経費の支出について
5,940

消防局 此花消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　煙霧機用スモーク液の購入に伴う経費の支出について
25,920

消防局 此花消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機桜島６４２ハンドマイク修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 此花消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 警防活動用　小型タンク車ＳＴ２４０、ＳＴ１０３吐水口ボールコック等交換修理に伴う経費の支出について
77,220

消防局 此花消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　鍵収納ボックス購入に伴う経費の支出について
15,120

消防局 此花消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　低圧リフトバック用レギュレター修理に伴う経費の支出について
19,116

消防局 此花消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用新聞の購入経費の支出について（４月～６月分）
12,111

消防局 此花消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
246

消防局 此花消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　運営費
5,284

消防局 此花消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　運営費
3,240

消防局 此花消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）支出について
20,341

消防局 此花消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
49,470

消防局 此花消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用救急隊用毛布・タオルケットクリーニング（４月～６月分）の経費の支出について
10,906

消防局 此花消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について　管理費
12,128

消防局 此花消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について　管理費
858

消防局 此花消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について　運営費
12,988

消防局 中央消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の支出について（上町出張所）
4,464

消防局 中央消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　充電式強力ライトのバッテリーパック２個購入に伴う経費の支出について
36,720

消防局 中央消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器肩パッドと減圧器Ｏリング購入に伴う経費の支出について
35,316

消防局 中央消防署 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す１１９３　中型ポンプ車（救助隊仕様）（Ｒ１８２）タイヤ交換外３点に伴う経費の支出について
29,246

消防局 中央消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の支出について
20,760

消防局 中央消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す１２３１　小型タンク車（ＳＴ１１９）ホースカー修繕に伴う経費の支出について
48,600

消防局 中央消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す３９６７　小型タンク車（ＳＴ１９３）メインリレー修繕に伴う経費の支出について
35,100

消防局 中央消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　エンジンカッター修理に伴う経費の支出について
15,670

消防局 中央消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について６月分（管理費）
19,595

消防局 中央消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について６月分（管理費）
5,206

消防局 中央消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について６月分（管理費）
8,400

消防局 中央消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す７２６４　救急車（Ａ３８８）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 中央消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車ＳＴ１１９（なにわ８００す・１２３１）のエアコン排水等修繕に伴う経費の支出について
7,020

消防局 中央消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す５４６７　救急車（Ａ３５３）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 中央消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について６月分（運営費）
4,600

消防局 中央消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
32,270

消防局 中央消防署 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　輪ゴム外７点購入に伴う経費の支出について
18,306

消防局 中央消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　充電式強力ライトのバッテリーパック２個購入に伴う経費の支出について
36,720

消防局 西消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　洗濯機(２台)の修理経費の支出について
31,104

消防局 西消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　車体用ワックス外２点の購入経費の支出について
15,606

消防局 西消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練施設整備用　コンパネ外２点の購入経費の支出について
63,039

消防局 西消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
6,156

消防局 西消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
324

消防局 西消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
1,148

消防局 西消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
8,400

消防局 西消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　運営費
10,091

消防局 西消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ミニ消防車）６ヶ月定期点検経費の支出について
3,240

消防局 西消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)　管理費
4,406

消防局 西消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)　管理費
82

消防局 西消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）の支出について
21,268

消防局 西消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞（４月～６月分）購入に伴う経費の支出について
12,111
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消防局 西消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
28,300

消防局 西消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（４月～６月分）の支出について
14,083

消防局 港消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
5,805

消防局 港消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
922

消防局 港消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　運営費
2,268

消防局 港消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　運営費
12,960

消防局 港消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　運営費
18,900

消防局 港消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器レギュレータ外３点の修理経費の支出について
118,044

消防局 港消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１２１）エアコンベルト交換修理経費の支出について
11,566

消防局 港消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用毎日新聞（４月～６月分）経費の支出について
12,111

消防局 港消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　三角巾の購入経費の支出について
24,300

消防局 港消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）支出について
14,764

消防局 港消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
10,700

消防局 港消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９１）バッテリー交換修理経費の支出について
33,966

消防局 港消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器用洗剤ほか1点の購入経費の支出について
32,724

消防局 大正消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　鶴町出張所１階ガレージ照明の修繕について
10,584

消防局 大正消防署 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について（管理費）
21,239

消防局 大正消防署 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について（管理費）
840

消防局 大正消防署 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について（運営費）
6,153

消防局 大正消防署 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク（鶴町ＳＴ１０６）のタイヤ交換経費の支出について
33,048

消防局 大正消防署 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について（運営費）
5,400

消防局 大正消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　空気式エアージャッキ用フットポンプの修理に伴う経費に支出について
14,580

消防局 大正消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（４月～６月分）経費の支出について
12,111

消防局 大正消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生維持管理用　鉄製フライパンほか１点の購入に伴う経費の支出について
11,579

消防局 大正消防署 平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）の支出について
18,297

消防局 大正消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
9,670

消防局 大正消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　鶴町出張所３階トイレ窓枠の修理に伴う経費の支出について
12,420

消防局 大正消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用アイピースほか２点の購入に伴う経費の支出について
28,900

消防局 大正消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　フィン固定バンドの修理に伴う経費の支出について
2,376

消防局 天王寺消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　インクカートリッジほか１点購入経費の支出について
39,258

消防局 天王寺消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
8,481

消防局 天王寺消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
4,470

消防局 天王寺消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
4,730

消防局 天王寺消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
1,230

消防局 天王寺消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
8,400

消防局 天王寺消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　運営費
8,154

消防局 天王寺消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　運営費
4,537

消防局 天王寺消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（Ｌ１３）後輪タイヤ４本交換修理に伴う追加整備経費の支出について
5,400

消防局 天王寺消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（Ｌ１３）後輪タイヤ４本交換修理経費の支出について
146,880

消防局 天王寺消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　熱画像エボリューション５２００修理経費の支出について
138,240

消防局 天王寺消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助支援車（ＳＲ５）タイヤ７本交換修理経費の支出について
166,320

消防局 天王寺消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（４月～６月分）購読経費の支出について
12,111

消防局 天王寺消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　元町出張所ガレージシャッター修理に伴う経費の支出について
21,168

消防局 天王寺消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（６月分）
17,250

消防局 天王寺消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布タオルケットのクリーニング（４～６月分）経費の支出について
20,736

消防局 天王寺消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（６月分）
13,598

消防局 天王寺消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　天王寺消防署４階事務室冷暖房配管修理に伴う経費の支出について
93,960

消防局 浪速消防署 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）６月分
7,016
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消防局 浪速消防署 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）６月分
8,899

消防局 浪速消防署 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）６月分
2,400

消防局 浪速消防署 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）６月分
2,080

消防局 浪速消防署 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（運営費）６月分
5,508

消防局 浪速消防署 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（運営費）６月分
3,888

消防局 浪速消防署 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（運営費）６月分
3,240

消防局 浪速消防署 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（運営費）６月分
7,452

消防局 浪速消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか３点の購入に伴う経費の支出について
96,249

消防局 浪速消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気ボンベの修理に伴う経費の支出について
15,508

消防局 浪速消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）６月分
4,316

消防局 浪速消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読費（４月～６月分）の支出について
12,111

消防局 浪速消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器用レギュレータ修理に伴う経費の支出について
28,404

消防局 浪速消防署 平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（６月分）
15,467

消防局 浪速消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等交通費の支出について（５月分）
360

消防局 浪速消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
12,900

消防局 浪速消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防車両用　タンク車ホースカー用引き手止め金具の購入に伴う経費の支出について
27,540

消防局 浪速消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４０３５（Ａ３８５）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 浪速消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す１２３５（ＳＴ１０９）の追加整備に伴う経費の支出について
54,000

消防局 浪速消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００さ９８３６（Ｒ７６）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
42,120

消防局 浪速消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　クアドラフォグノズル修理に伴う経費の支出について
38,880

消防局 西淀川消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（５月分）に伴う支出について
19,338

消防局 西淀川消防署 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用 西淀川消防署２階電算室エアコン修理経費の支出について
78,300

消防局 西淀川消防署 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用：防爆型携帯無線機（西淀川８００）の修理に伴う経費の支出について
71,376

消防局 西淀川消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　署活動系携帯無線機（佃１５）修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 西淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
2,246

消防局 西淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
4,104

消防局 西淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　管理費
738

消防局 西淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）　運営費
4,806

消防局 西淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ（１）ほか１点の修理経費の支出について
86,043

消防局 西淀川消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
44,170

消防局 西淀川消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用（４月～６月）４期ごとの新聞代の支出について
12,111

消防局 西淀川消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（６月分）に伴う支出について
15,306

消防局 西淀川消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代の経費に伴う支出について（４月～６月）
5,832

消防局 西淀川消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用：救急車（A359）のバッテリー交換に伴う支出について
34,560

消防局 淀川消防署 平成26年07月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員体力維持管理用　ラットケーブル外１点購入経費の支出について
15,552

消防局 淀川消防署 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（加島１４）修理経費の支出について
18,900

消防局 淀川消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
9,061

消防局 淀川消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
10,402

消防局 淀川消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
1,620

消防局 淀川消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
1,404

消防局 淀川消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
164

消防局 淀川消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　運営費
4,417

消防局 淀川消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　運営費
9,612

消防局 淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（基本ユニット７基）修理経費の支出について
159,570

消防局 淀川消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（５月分）
1,800

消防局 淀川消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
60,140

消防局 淀川消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ８０３）エンジンオイル交換経費の支出について
5,657

消防局 淀川消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入経費の支出について（４～６月分)
12,111



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

消防局 淀川消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）の支出について
19,538

消防局 淀川消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器消耗品（ヘッドハーネスほか４点）購入経費の支出について
75,254

消防局 東淀川消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（小松１５）修理に伴う経費の支出について
19,980

消防局 東淀川消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７８）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 東淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分・管理費）
19,014

消防局 東淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　Ｈｆ直管蛍光ランプほか７点の買入に伴う経費の支出について
147,204

消防局 東淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分・管理費）
2,388

消防局 東淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか２点買入に伴う経費の支出について
33,188

消防局 東淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分・運営費）
12,774

消防局 東淀川消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分・運営費）
2,160

消防局 東淀川消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞の購入経費支出について（４月～６月分）
12,111

消防局 東淀川消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　柴島出張所排水槽の点検修理に伴う経費支出について
10,800

消防局 東淀川消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　単管（６ｍ・φ４８．６ｍｍ）ほか１４点の買入に伴う経費の支出について
163,490

消防局 東淀川消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
29,210

消防局 東淀川消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）の支出について
18,402

消防局 東淀川消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（４月～６月分）経費支出について
9,720

消防局 東成消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＣＲ２３）タイヤ交換経費の支出について
93,312

消防局 東成消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　水素イオン濃度測定器ｐｈセンサ買入経費の支出について
9,180

消防局 東成消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７０）エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 東成消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（深江１５）修理経費の支出について
19,980

消防局 東成消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
12,482

消防局 東成消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
1,066

消防局 東成消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
174

消防局 東成消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
8,400

消防局 東成消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
5,295

消防局 東成消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張交通費等の支出について（６月分）
33,740

消防局 東成消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　起震車左前フェンダー修理　経費の支出について
6,231

消防局 生野消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理ほか１点修理経費の支出について
51,764

消防局 生野消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ＨＩＤライトＪＦ９９１０ＤＲ用バッテリー購入経費の支出について
17,280

消防局 生野消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　移動式空気充填機修理経費の支出について
8,640

消防局 生野消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　電気衣類乾燥機（巽出張所）修理経費の支出について
14,148

消防局 生野消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 安全運転管理用　安全運転管理者等選解任に係る手数料の立替に伴う経費の支出について
1,810

消防局 生野消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６２）左フロントドアロックＡＳＳＹ交換経費の支出について
33,048

消防局 生野消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　４００ＭＨｚ携帯無線機（生野４）修理経費の支出について
5,400

消防局 生野消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
10,038

消防局 生野消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
700

消防局 生野消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
1,312

消防局 生野消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
5,212

消防局 生野消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
2,500

消防局 生野消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（６月分）
15,175

消防局 生野消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　漂白剤ほか１４点買入経費の支出について
66,231

消防局 生野消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞購読料(４月～６月)の支出について
12,111

消防局 生野消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等　市内出張旅費の支出について（６月分）
33,670

消防局 生野消防署 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（４月～６月分）経費の支出について
7,452

消防局 生野消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８５）ほか１台タイヤ交換経費の支出について
33,372

消防局 旭消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器洗剤外８点購入経費の支出について
57,639

消防局 旭消防署 平成26年07月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　文房具テープのり外９点購入経費の支出について
24,235

消防局 旭消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機料（５月分）経費の支出について
25,775
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消防局 旭消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　拡声器購入経費の支出について
17,982

消防局 旭消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６０）定期エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 旭消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
3,420

消防局 旭消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
2,469

消防局 旭消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
1,069

消防局 旭消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
900

消防局 旭消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２２３）中継口ほか１点修理経費の支出について
36,288

消防局 旭消防署 平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機料（６月分）経費の支出について
21,350

消防局 旭消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（６月分）
17,720

消防局 旭消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ガソリン携行缶購入経費の支出について
13,932

消防局 旭消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用新聞購読料（４月～６月）経費の支出について
12,111

消防局 城東消防署 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　製図用シャープペン買入の経費支出について
29,937

消防局 城東消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用レギュレータ買入の経費支出について
63,288

消防局 城東消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（城東１０）修理の経費支出について
16,200

消防局 城東消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　バスケットストレッチャー用フォームパッド買入の経費支出について
30,240

消防局 城東消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用レギュレータ買入の経費支出について
31,644

消防局 城東消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器修理の経費支出について
15,292

消防局 城東消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費（２）
11,583

消防局 城東消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費（２）
1,312

消防局 城東消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費（２）
15,143

消防局 城東消防署 平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（６月分）の購入経費の支出について
14,684

消防局 城東消防署 平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９２）エンジンオイル交換修理の経費支出について
5,940

消防局 城東消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
42,750

消防局 城東消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）ヘッドランプバルブ取替修理の経費支出について
20,358

消防局 城東消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（４月分～６月分）の経費支出について
12,111

消防局 城東消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（４月～６月分）に伴う経費の支出について
10,800

消防局 城東消防署 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）エンジンオイル交換修理の経費支出について
5,940

消防局 鶴見消防署 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ガス警報機購入の支出について
31,428

消防局 鶴見消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　７５ｍｍ４０ｍホース修理経費の支出について
6,480

消防局 鶴見消防署 平成26年07月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（４～６月分）の経費の支出について
10,584

消防局 鶴見消防署 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
16,200

消防局 鶴見消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
11,620

消防局 鶴見消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
82

消防局 鶴見消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
656

消防局 鶴見消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
2,754

消防局 鶴見消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞（４～６月分）購読経費の支出について
12,111

消防局 鶴見消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）の経費の支出について
15,984

消防局 鶴見消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（６月分）
12,660

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　複写機複写料（５月分）経費の支出について
17,511

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防車両用　軽中量棚の購入並びに同経費の支出について
40,608

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　マット型空気ジャッキの修理並びに同経費の支出について
25,920

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光ランプＡ外１点の購入経費の支出について
27,864

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　クリアーブック外１点の購入経費の支出について
9,806

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
6,762

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
3,500

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
830

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
11,210

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
3,780
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消防局 阿倍野消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（阿倍野４）の修理経費の支出について
16,200

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
41,640

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用新聞購読料（４月～６月）経費の支出について
12,111

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布・タオルケットの洗濯に伴う経費の支出について（４～６月）
16,416

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　複写機複写料（６月分）経費の支出について
14,045

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ライフゼム社製空気呼吸器用消耗品の購入経費の支出について
50,544

消防局 阿倍野消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器用洗剤外２点の購入経費の支出について
83,419

消防局 住之江消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　放火防止啓発シール２種買入並びに同経費の支出について
49,680

消防局 住之江消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　自転車買入経費の支出について
25,488

消防局 住之江消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員用　麦茶ティーバッグ買入経費の支出について
5,572

消防局 住之江消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　加賀屋出張所事務室空調機修理経費の支出について
35,424

消防局 住之江消防署 平成26年07月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器減圧器修理経費の支出について
37,854

消防局 住之江消防署 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ビニロンＳロープほか４点買入並びに同経費の支出について
36,763

消防局 住之江消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　本署朝夕刊新聞購読料（４月～６月分）の支出について
12,111

消防局 住之江消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　南港出張所プロパンガス使用料（６月分）並びに同経費の支出について
59,346

消防局 住之江消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
5,862

消防局 住之江消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（６月分）経費の支出について
22,493

消防局 住之江消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
9,828

消防局 住之江消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
584

消防局 住之江消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
5,980

消防局 住之江消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 船舶整備用　消防救助艇ゆめしま（ＦＢ２３）トリムタブシリンダー修理に伴う経費の支出について
57,996

消防局 住之江消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５６）ブロワモータ修理に伴う経費の支出について
15,984

消防局 住之江消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張交通費等の支出について（６月分）
49,680

消防局 住之江消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊用毛布・タオルケット洗濯料（４～６月分）に伴う経費の支出について
8,964

消防局 住之江消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　ごみ袋ほか４点買入経費の支出について
34,948

消防局 住之江消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住之江消防署感知器取替経費の支出について
10,800

消防局 住之江消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 訓練施設補修用　水性塗料（そらいろ）ほか６点買入経費の支出について
31,222

消防局 住之江消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　単管ほか４点買入に伴う経費の支出について
176,234

消防局 住之江消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ２６）タイヤ交換経費の支出について
70,200

消防局 住吉消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
12,889

消防局 住吉消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
15,984

消防局 住吉消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
1,690

消防局 住吉消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
8,400

消防局 住吉消防署 平成26年07月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
1,620

消防局 住吉消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 合同水防訓練用　大和川右岸合同水防訓練会場の設営委託に伴う経費の支出について
49,993

消防局 住吉消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ラミネートフィルムほか１２点購入に伴う経費の支出について
88,311

消防局 住吉消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料（６月分）の支出について
16,927

消防局 住吉消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（４月～６月分）購読に伴う経費の支出について
12,111

消防局 住吉消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 救急車（Ａ３８７）自動車整備用　パワーウインド修理に伴う経費の支出について
9,288

消防局 住吉消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
22,010

消防局 東住吉消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
21,855

消防局 東住吉消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
820

消防局 東住吉消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　運営費
3,240

消防局 東住吉消防署 平成26年07月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　運営費
3,450

消防局 東住吉消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
9,012

消防局 東住吉消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
980

消防局 東住吉消防署 平成26年07月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金への繰戻金（６月分）支出について　管理費
8,400

消防局 東住吉消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　台所洗剤ほか２点購入経費の支出について
18,954



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

消防局 東住吉消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車(ＳＴ２６７）後輪タイヤ２本交換経費の支出について
30,132

消防局 東住吉消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入（４月～６月分）にかかる経費の支出について
12,111

消防局 東住吉消防署 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）の支出について
18,104

消防局 東住吉消防署 平成26年07月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケット洗濯（４月～６月分）にかかる経費の支出について
12,960

消防局 東住吉消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
49,210

消防局 東住吉消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
28,414

消防局 平野消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入経費の支出について（４月～６月分）
12,111

消防局 平野消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　板目表紙外１１点の購入に伴う経費の支出について
30,498

消防局 平野消防署 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　蚊取器外８点の購入に伴う経費の支出について
101,952

消防局 平野消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）の支出について
18,109

消防局 平野消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）管理費
12,342

消防局 平野消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）管理費
2,300

消防局 平野消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）管理費
3,526

消防局 平野消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
382

消防局 平野消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
4,320

消防局 平野消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
20,920

消防局 平野消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネ及び番線の購入経費の支出について
20,628

消防局 平野消防署 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震災火災対策用（長原小学校）　可搬式ポンプ修理経費の支出について
29,160

消防局 平野消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST118）タイヤ交換等に伴う経費の支出について
48,600

消防局 西成消防署 平成26年07月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（４月分）に伴う経費の支出について
17,174

消防局 西成消防署 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器ヘッドハーネス購入に伴う経費の支出について
39,538

消防局 西成消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
12,633

消防局 西成消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
1,500

消防局 西成消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
2,716

消防局 西成消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
6,814

消防局 西成消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
3,240

消防局 西成消防署 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
19,950

消防局 西成消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 署長公舎用　公舎入退居費に伴う経費の支出について
45,360

消防局 西成消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等　市内出張旅費の支出について（６月分）
31,970

消防局 西成消防署 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）に伴う経費の支出について
18,704

消防局 水上消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料経費の支出について（４月～６月分）
12,111

消防局 水上消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（６月分）経費の支出について
12,033

消防局 水上消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）管理費
164

消防局 水上消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
18,634

消防局 水上消防署 平成26年07月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）運営費
3,780

消防局 水上消防署 平成26年07月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（５月分）
1,400

消防局 水上消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（６月分）
35,300

消防局 水上消防署 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５４）エアコン及びリヤドアダンパー取替修理経費の支出について
96,444

消防局 水上消防署 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　パルスオキシメータ修理経費の支出について
20,520

消防局 水上消防署 平成26年07月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
46,440

消防局 水上消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 船舶整備用　消防艇「ゆうなぎ」オルタネーター配線修理の経費の支出について
18,900

消防局 水上消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具分解修理点検の追加整備経費の支出について
4,968

消防局 水上消防署 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（４月～６月分）経費の支出について
4,320

消防局 救急課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金の支出について（６月分）
23,949

消防局 救急課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金（FAX)の支出について（６月分）
2,841

消防局 救急課 平成26年07月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）の実施および経費の支出について（６月分）
11,658,725

消防局 救急課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　平成２６年度応急手当普及啓発業務委託に係る経費の支出について（6月分）
5,764,950

消防局 救急課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　血糖値測定器一式の経費の支出について
751,680
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消防局 救急課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急資器材管理供給業務委託　長期契約（概算契約）経費の支出について（４、５月分）
4,523,009

消防局 救急課 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　プレホスピタル・ケア買入経費の支出について（４月・６月号）
2,648

消防局 救急課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用メールサーバー使用料の支出について（７月分）
5,054

消防局 救急課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用＃７１１９利用料金の支出について（６月分）
77,976

消防局 救急課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用プロバイダー使用料の支出について（６月分・７月分）
2,706

消防局 救急課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用インターネット回線使用料の支出について（７月分）
5,778

消防局 救急課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用ＥＴＣ業務用カードの作成手数料の支出について
1,661

消防局 企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及用　平成26年度「大阪消防」データ作成・編集等の業務委託料の支出について（第１四半期分）
226,800

危機管理室 危機管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（５月分）の支出について
123,505

危機管理室 危機管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（５月利用分）の支出について
3,996

危機管理室 危機管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（５月分）の支出について
70,794

危機管理室 危機管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２６年度大阪府地域防災総合演習用訓練要員搬送のための乗用車賃貸にかかる経費の支出について
12,960

危機管理室 危機管理課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助用モジュラーケーブル外１点の買入にかかる支出について
18,360

危機管理室 危機管理課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（５月使用分）の支出について
14,128

危機管理室 危機管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務用電話機の移設業務にかかる経費の支出について
25,488

危機管理室 危機管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（６月分）の支出について
2,768

危機管理室 危機管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら15）電話回線使用料等（６月分）の支出について
2,768

危機管理室 危機管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（５月分）の支出について
8,974

危機管理室 危機管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用サインペン外１０点の購入にかかる費用の支出について
23,428

危機管理室 危機管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用ダブルクリップ外６点の購入にかかる費用の支出について
20,541

危機管理室 危機管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　危機管理情報システムツイッター対応業務について（４月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　危機管理情報システムツイッター対応業務について（５月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（６月分）の支出について
116,340

危機管理室 危機管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（６月分）の支出について
35,890

危機管理室 危機管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（７月分）
3,019,184

危機管理室 危機管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理体制の充実（緊急車両維持管理）用アルコールセンサーの購入にかかる経費の支出ついて
3,456

危機管理室 危機管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理・防災教育科「第１６回トップマネジメントコース」の受講にかかる管外出張にかかる旅費の支出について
29,660

危機管理室 危機管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理体制の充実用消防大学校教育訓練　危機管理・国民保護コース(第4回)入校経費（教材費）の支出について
15,000

危機管理室 危機管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（６月分）の支出について
23,255

危機管理室 危機管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 危機管理体制の充実用消防大学校教育訓練　危機管理・国民保護コース(第4回)入校経費（寮使用金）の支出について
9,250

危機管理室 危機管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 都市再生安全確保計画制度官民連携ワークショップの出席に伴う出張にかかる旅費の支出について
29,080

危機管理室 危機管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（６月分）の支出について
5,874

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用産経新聞の購読にかかる経費の支出について（4月から6月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用毎日新聞・日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（4月から6月分）
25,638

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用読売新聞の購読にかかる経費の支出について（4月から6月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（4月から6月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（５月分）
13,467

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（６月分）の支出について
44,134

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　危機管理情報システムツイッター対応業務について（６月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムの運用業務にかかる委託料の支出について（６月分）
263,520

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料の支出について（６月分）
13,824

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（６月分）
10,123

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（６月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（６月分）
73,733

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料（ＥＴＣ）の支出について（５月分）
12,300

危機管理室 危機管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（７月分）
504,792

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（6月分）
135,604

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（６月分）の支出について
21,550
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危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（６月分）の支出について
50,032

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（６月分）
84,222

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用コピー代金の支出について（６月分）
63,898

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（６月分）の支出について
106,327

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（５月分）の支出について
10,238

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（６月分）の支出について
104,000

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（６月利用分）の支出について
349,218

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（６月分）の支出について
140,400

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（６月分）
291

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（６月分）
15,331

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（６月分）の支出について
2,064

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（６月分）
1,936

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（６月分）
1,240

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（６月分）
4,650

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（６月分）の支出について
16,350

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用気象情報取り込みにかかる電話回線使用料（６月利用分）の支出について
32,298

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（６月分）
1,194

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（6月分）
446,552

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（大阪府咲洲庁舎）（８月分）
191,235

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（バルトワン３１１号）賃借料の支出について(8月分)
85,000

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 無線従事者養成講習参加にかかる経費の支出について
65,000

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 危機管理体制の充実用平成２６年度大阪湾・播磨灘排出油等防除協議会経費の支出について
5,000

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（6月分）
94,923

危機管理室 危機管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（6月分）
111,321

市政改革室 総合調整担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 水外１８点の購入及び同経費の支出について
32,238

市政改革室 総合調整担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　食糧費 水外１８点の購入及び同経費の支出について
3,996

市政改革室 総合調整担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２６年６月分）の支払いについて
1,679

市政改革室 総合調整担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
17,070

市政改革室 総合調整担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　毎日新聞外１点の購読にかかる経費の支出について（第１四半期分）
25,638

市政改革室 総合調整担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について
69,925

市政改革室 総合調整担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度庁内利用カラープリンター等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年６月分）
10,886

市政改革室 総合調整担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について
6,993

市政改革室 総合調整担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（PDCA側・平成２６年６月分）
52,037

市政改革室 総合調整担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（総合調整側・平成２６年６月分）
28,797

市政改革室 事業再構築担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 管外出張（事業再構築関係・滋賀県）にかかる経費の支出について
2,550

市政改革室 民営化担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 管外出張（民営化関係・東京都）にかかる経費の支出について
28,830

契約管財局 契約課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方公共団体　財務会計実務の要点６６号ー７０号」の購入経費の支出について
8,100

契約管財局 契約課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分）
1,690

契約管財局 契約課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分）
287

契約管財局 契約課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分）
82

契約管財局 契約課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等「市内出張等交通費」の支出について（平成26年６月分）
980

契約管財局 契約課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用文書保存箱買入にかかる支出について
55,404

契約管財局 契約課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成26年６月分）
242,584

契約管財局 契約課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託経費の支出について(平成26年６月分)
115,120

契約管財局 契約課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成26年６月分）
31,399

契約管財局 契約課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ長期借入経費の支出について（平成26年６月分）
23,522

契約管財局 契約課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成26年６月分）
8,877

契約管財局 契約課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（平成26年６月分）
89,738
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契約管財局 契約課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年６月分）
7,084

契約管財局 契約課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（平成26年６月分）
245,950

契約管財局 契約課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年６月分）
23,652

契約管財局 契約課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（6月分）の支出について
2,640

契約管財局 契約課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成26年６月分）
1,881,320

契約管財局 契約課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について（平成26年７月分）
14,471,249

契約管財局 契約課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（６月分）
500

契約管財局 契約課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成26年６月分）
206,652

契約管財局 契約課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「問答式　現代契約実務全書２２６号」外３点の購入経費の支出について
15,880

契約管財局 契約課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成26年６月分）
62,583

契約管財局 契約課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方自治４月号ほか15点」の購入経費の支出について
19,576

契約管財局 契約制度課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「工事契約実務要覧［国土交通（建設）編］平成26年度版」の購入にかかる需用費の支出について
5,637

契約管財局 契約制度課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 備品購入費　図書購入費 契約事務用「平成26年増補改訂版 官公庁契約精義」購入に係る備品購入費の支出について
12,960

契約管財局 契約制度課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年6月分）
7,487,888

契約管財局 契約制度課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年6月分）
26,071

契約管財局 契約制度課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年6月分）
208,029

契約管財局 契約制度課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第１４０回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬の支出について
64,020

契約管財局 契約制度課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「電子調達システム認証基盤用ＩＣカード　買入（その２）」にかかる需用費の支出について
230,850

契約管財局 契約制度課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年6月分）
25,056

契約管財局 契約制度課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年6月分）
333,720

契約管財局 契約制度課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年6月分）
199,567

契約管財局 契約制度課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年6月分）
156,222

契約管財局 契約制度課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年6月分）
16,815

契約管財局 管財課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式　長期借入　にかかる経費の支出について（４月分）
152,672

契約管財局 管財課 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
152,668

契約管財局 管財課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（５月分）
1,284

契約管財局 管財課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 港区賃貸地の売却媒介業務委託にかかる委託手数料の支出について
131,120

契約管財局 管財課 平成26年07月09日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用港・港地区不動産鑑定及び土地鑑定評価にかかる意見書作成の委託経費の支出について
3,944,160

契約管財局 管財課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（６月分）
4,602

契約管財局 管財課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局管理用地樹木伐採作業等業務委託の経費の支出について
61,560

契約管財局 管財課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について
477,360

契約管財局 管財課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
17,427

契約管財局 管財課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,044

契約管財局 管財課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,000

契約管財局 管財課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,085

契約管財局 管財課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,300

契約管財局 管財課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済基金分担金の支出について（当初分）
47,743,785

契約管財局 管財課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
111,088

契約管財局 管財課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用国有財産関係法令通達集外５点の追録の購読に係る経費の支出について
38,641

契約管財局 管財課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 「もと津守浄水場機械警備業務委託　長期継続」の経費の支出について（６月分）
27,000

契約管財局 管財課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 財産台帳情報提供システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
24,570

契約管財局 管財課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
152,668

契約管財局 管財課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用地方自治関係実例判例集の追録の購読に係る経費の支出について
13,576

契約管財局 管財課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（６月分）
3,150

契約管財局 管財課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（６月分）
37,900

契約管財局 管財課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（５月追加分）
120

契約管財局 管財課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（６月分）
1,278

契約管財局 管財制度課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（７月分）
40,400
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契約管財局 管財制度課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用第１７回大阪市土地流動化会議委員報償金の支出について
48,015

契約管財局 管財制度課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化に係る相談等不動産鑑定士報償金の支出について（案件番号１）
20,571

契約管財局 管財制度課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 立替金等請求控訴事件（港区弁天町駅前開発土地信託事業）に関する法律意見書作成に係る経費の支出について
216,000

契約管財局 管財制度課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第741回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
112,035

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２４年度裁決　土地収用裁決例集外１点」の購入経費の支出について
29,744

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「民事執行・保全法　第４版」の購入経費の支出について
1,457

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「新耐火防火構造・材料等便覧８３５号－８３６号外６点」の購入経費の支出について
24,661

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「公共事業損失補償実務提要１７６８号－１７８１号」の購入経費の支出について
35,784

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「土地収用法実務提要３５０号－３５２号」の購入経費の支出について
5,551

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 備品購入費　図書購入費 事務参考用図書「用地取得と補償　新訂７版」の購入経費の支出について
3,987

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「公共事業損失補償実務提要１７６８号－１７８１号」の購入経費の支出について
14,616

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「土地収用法実務提要３５０号－３５２号」の購入経費の支出について
2,267

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「民事執行・保全法　第４版」の購入経費の支出について
595

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２４年度裁決　土地収用裁決例集外１点」の購入経費の支出について
12,149

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「新耐火防火構造・材料等便覧８３５号－８３６号外６点」の購入経費の支出について
10,073

契約管財局 審査課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 備品購入費　図書購入費 事務参考用図書「用地取得と補償　新訂７版」の購入経費の支出について
1,629

契約管財局 審査課 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
500

契約管財局 審査課 平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
2,597

契約管財局 審査課 平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
3,707

契約管財局 審査課 平成26年07月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
792

契約管財局 審査課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
1,858

契約管財局 審査課 平成26年07月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
4,089

契約管財局 審査課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年６月分）
584

契約管財局 審査課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２６年６月分）
460

契約管財局 審査課 平成26年07月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２６年６月分）
77,291

契約管財局 審査課 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２６年６月分）
31,569

契約管財局 審査課 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬（７月分）について
80,025

契約管財局 審査課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「都市計画法規集５８２号外１１点」の購入経費の支出について
41,772

契約管財局 審査課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野第１住宅地区改良事業に伴う借地権放棄契約及び物件除却補償契約に向けた補償説明並びに管外出張旅費の支出について
6,000

契約管財局 審査課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野第１住宅地区改良事業に伴う借地権放棄契約及び物件除却補償契約に向けた補償説明並びに管外出張旅費の支出について
6,080

契約管財局 審査課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「都市計画法規集５８２号外１１点」の購入経費の支出について
17,062

契約管財局 審査課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成26年度用地部法律相談の報償金の支出について（6月分）
16,200

契約管財局 審査課 平成26年07月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 備品購入費　図書購入費 事務参考用図書「第２次改訂　用地調査等標準仕様書の解説」の購入経費の支出について
3,987

契約管財局 審査課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 備品購入費　図書購入費 事務参考用図書「第２次改訂　用地調査等標準仕様書の解説」の購入経費の支出について
1,629

契約管財局 審査課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　特別旅費 用地事務用　国土交通大学校　平成26年度　専門課程　用地指導研修への参加並びに管外出張旅費の支出について（平成26年７月23日～８月１日）
42,250

契約管財局 用地課 平成26年07月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　土地売買に伴う隣接地補償金の支出について
341,200

契約管財局 用地課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 旭住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
4,043,440

契約管財局 用地課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 旭住宅地区改良事業　土地売買に伴う物件除却補償金の支出について（前金払）
3,434,400

契約管財局 用地課 平成26年07月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 都市計画事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
86,400

契約管財局 用地課 平成26年07月07日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　隣接地補償金の支出について
688,900

契約管財局 用地課 平成26年07月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　豊里矢田線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について（前金払）
16,769,750

契約管財局 用地課 平成26年07月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
330,480

契約管財局 用地課 平成26年07月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道大阪環状線道路改良事業（大阪都市計画道路　梅田長柄線）　建物等補償金の支出について（後金払）
145,200

契約管財局 用地課 平成26年07月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成26年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その１）の支出について【５月分】
30

契約管財局 用地課 平成26年07月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　東野田河堀口線　建物等補償金の支出について
16,938,850

契約管財局 用地課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業等にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
365,040

契約管財局 用地課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
642,600

契約管財局 用地課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　豊里矢田線　土地売買代金の支出について
15,027,050
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契約管財局 用地課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（1）の支出について
2,592,000

契約管財局 用地課 平成26年07月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路事業等にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
156,600

契約管財局 用地課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 道路事業等にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
156,600

契約管財局 用地課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第１住宅地区改良事業　借地権放棄補償金の支出について（前金払）
6,739,722

契約管財局 用地課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
7,770,750

契約管財局 用地課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
1,848,650

契約管財局 用地課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
1,954,650

契約管財局 用地課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
2,009,250

契約管財局 用地課 平成26年07月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
1,266,840

契約管財局 用地課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その２）の支出について【６月分】
875,124

契約管財局 用地課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その２）の支出について【６月分】
354,780

契約管財局 用地課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
4,685,002

こども青少年局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度こども子育て支援会議　教育・保育部会（第3回）にかかる報酬等の支出について
112,035

こども青少年局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度こども子育て支援会議　教育・保育部会（第3回）にかかる報酬等の支出について
3,210

こども青少年局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（４月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
390,320

こども青少年局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（５月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
289,081

こども青少年局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）経費の支出について（26年5月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回こども・子育て支援会議に係る報酬等の支出について
240,075

こども青少年局 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回こども・子育て支援会議に係る報酬等の支出について
6,060

こども青少年局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２６年５月分　市内出張交通費（庶務・人事）の支払いについて
7,820

こども青少年局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（庶務・人事）４月口座不能分の支払いについて
3,510

こども青少年局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験試験官業務従事にかかる出張旅費の支出について（平成26年5月4日実施分）
1,120

こども青少年局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度こども・子育て支援会議　教育・保育部会（第4回）にかかる報酬等の支出について
112,035

こども青少年局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度こども・子育て支援会議　教育・保育部会（第4回）にかかる報酬等の支出について
3,210

こども青少年局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機料金の支出について（５月分）ＭＰ４０００Ｆ
2,337

こども青少年局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（26年4月分）
1,982

こども青少年局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託にかかる所要経費の支出について（６月分）
635,155

こども青少年局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器一式の借入及び同経費の支出について（平成26年6月分）
16,221

こども青少年局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（平成26年6月分）
4,222

こども青少年局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）経費の支出について（26年6月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（26年5月分）
1,982

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞・日本経済新聞（平成２６年４月～平成２７年３月）の買入にかかる経費の支出について　（４～６月分）
76,914

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年４月～平成２７年３月）の買入にかかる経費の支出について（４～６月分）
36,333

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年４月～平成２７年３月）の買入にかかる経費の支出について（４～６月分）
36,333

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局文書等逓送業務にかかる所要経費の支出について（６月分）
367,416

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 事務参考用　官報情報サービス（平成２６年４月～平成２７年３月）ライセンス借入の実施及び同経費の支出について　（４～６月分）
6,480

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費について（６月分）
4,305

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）経費の支出について（26年6月分）
25,145

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（26年6月分）
218,099

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費について（２階企画部）６月分
6,489

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費について（地下1階）　6月分
4,295

こども青少年局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ４）経費の支出について（26年6月分）
258,236

こども青少年局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（６月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
429,842

こども青少年局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（６月分）企画グループ
8,820

こども青少年局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（26年6月分）
1,982

こども青少年局 青少年課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立信太山青少年野外活動センター管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
14,534,750

こども青少年局 青少年課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立青少年センター管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
10,188,043

こども青少年局 青少年課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２６年度こども文化センター管理運営業務の実施及び同所要経費の支出について（第２四半期分）
17,107,000
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こども青少年局 青少年課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　印刷製本費 青少年指導員の手引きの作成及び同所要経費の支出について
153,360

こども青少年局 青少年課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市青少年問題協議会議事録作成業務にかかる経費の支出について
25,380

こども青少年局 青少年課 平成26年07月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度　こども　夢・創造プロジェクト事業実施経費の支出について（第1期分）
2,000,000

こども青少年局 青少年課 平成26年07月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（５月分１回目）
25,763,760

こども青少年局 青少年課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 放課後事業に関する５都市会議の開催にかかる管外出張経費の支出について
28,320

こども青少年局 青少年課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 大阪市青少年指導員新任研修会にかかる講師謝礼の支出について
2,630

こども青少年局 青少年課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ａ）の支出について（第２四半期分）
90,306,041

こども青少年局 青少年課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｄ）の支出について（第２四半期分）
5,269,046

こども青少年局 青少年課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｅ）の支出について（第２四半期分）
9,678,949

こども青少年局 青少年課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｃ）の支出について（第２四半期分）
4,004,293

こども青少年局 青少年課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｂ）の支出について（第２四半期分）
859,948,806

こども青少年局 青少年課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度　市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（６月分）
17,800

こども青少年局 青少年課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２６年度第１回大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議にかかる経費の支出について
67,740

こども青少年局 青少年課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成26年7月分）
653,019

こども青少年局 青少年課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成26年6月分）
7,800

こども青少年局 青少年課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　印刷製本費 非行防止啓発用リーフレット印刷及び同所要経費の支出について
167,616

こども青少年局 青少年課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について (上半期分　2/2)
50,658,500

こども青少年局 青少年課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について (上半期分　1/2)
56,231,500

こども青少年局 青少年課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 大阪市立青少年施設の外部委員意見聴取会議の開催及び同所要経費の支出について
34,250

こども青少年局 青少年課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２６年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（６月分）の支出について
10,362

こども青少年局 青少年課 平成26年07月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（５月分２回目）
19,843,184

こども青少年局 経理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託長期継続の支払について（５月分）
18,360

こども青少年局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
41,779

こども青少年局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
39,000

こども青少年局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,100

こども青少年局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
828

こども青少年局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
600

こども青少年局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,192

こども青少年局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
6,716

こども青少年局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
18,122

こども青少年局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
13,305

こども青少年局 経理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,810

こども青少年局 経理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 経理課業務用出張交通費の支出について（5月分）
35,520

こども青少年局 経理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 香蓑子どもの家に係る管理費用の支出について（平成26年5月～平成27年3月分）
62,766

こども青少年局 経理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　長靴（黒）外１点の購入経費の支出について
23,814

こども青少年局 経理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 こども青少年局分室にかかる管理費等の支出について（7月分）
184,208

こども青少年局 経理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（乾電池）の支出について
637

こども青少年局 経理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（乾電池）の支出について
972

こども青少年局 経理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（乾電池）の支出について
291

こども青少年局 経理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（乾電池）の支出について
7,960

こども青少年局 経理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（乾電池）の支出について
14,742

こども青少年局 経理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（乾電池）の支出について
486

こども青少年局 経理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（乾電池）の支出について
486

こども青少年局 経理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（乾電池）の支出について
8,640

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（用紙類）の支出について
29,160

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（トナーカートリッジ外１１点）の購入及び同経費の支出について
25,056

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
9,639

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
19,515
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こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
39,748

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
41,710

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
6,269

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（トナーカートリッジ外１１点）の購入及び同経費の支出について
62,640

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（トナーカートリッジ外１１点）の購入及び同経費の支出について
27,194

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
22,906

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（トナーカートリッジ外１１点）の購入及び同経費の支出について
17,280

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
75,255

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
100,485

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
9,665

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（用紙類）の支出について
11,664

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（用紙類）の支出について
11,664

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（用紙類）の支出について
12,150

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（用紙類）の支出について
6,804

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
18,572

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
61,295

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
8,748

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（トナーカートリッジ外１１点）の購入及び同経費の支出について
25,056

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（トナーカートリッジ外１１点）の購入及び同経費の支出について
213,840

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（用紙類）の支出について
13,770

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
463,524

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
17,692

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
17,691

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（用紙類）の支出について
1,474

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（用紙類）の支出について
1,474

こども青少年局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

需用費　消耗品費 平成26年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
122,898

こども青少年局 経理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託長期継続の支払について（６月分）
18,360

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
26,459

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
564

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
246

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
17,299

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
4,490

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
112,112

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
3,764

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
762,215

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
1,722

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
11,247

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
12,586

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
49,405

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
29,988

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
2,376

こども青少年局 経理課 平成26年07月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（６月分）
1,462

こども青少年局 管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件の実施及び同経費の支出について（５月分）
1,848,190

こども青少年局 管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん児童健全育成事業の実施にかかる経費の支出について（第２四半期）
3,373,500

こども青少年局 管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市病児・病後児保育事業（民間分）委託料基本分の支払いについて（６回目）
4,592,000

こども青少年局 管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 就園奨励費事業（市立幼稚園分）用諸用紙の印刷にかかる経費の支出について
49,248

こども青少年局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 幼児歯科対策事業にかかる表彰式進呈品セットの購入及び同経費の支出について
21,654

こども青少年局 管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　特別旅費 平成26年度　第61回日本小児保健協会学術集会の参加及び同経費の支出について
56,620
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こども青少年局 管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立子育ていろいろ相談センター指定管理代行料の支出について（第２四半期）
28,710,829

こども青少年局 管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年７月７日支払子ども手当給付費の支出について
130,000

こども青少年局 管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年７月７日支払児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
6,635,000

こども青少年局 管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年７月７日支払児童手当給付費の支出について
41,075,400

こども青少年局 管理課 平成26年07月08日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

需用費　消耗品費 大阪市子育て給付金事務センター用ボックスファイルほか28点の支出について
143,964

こども青少年局 管理課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２６年度第１回大阪市地域子育て支援拠点事業（つどいの広場事業）委託事業者等選定会議専門委員報酬の支出について
50,835

こども青少年局 管理課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の所要経費の支出について（第２四半期②）
8,834,400

こども青少年局 管理課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　印刷製本費 平成26年度幼児歯科対策事業にかかる賞状の印刷及び同経費の支出について
55,566

こども青少年局 管理課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（５月分　市民病院）
12,328

こども青少年局 管理課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（５月分　市民病院）
23,908

こども青少年局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の所要経費の支出について（第２四半期③）
1,979,700

こども青少年局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　5月分（府内）
386,880

こども青少年局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する事務手数料の支出について　5月分（府内）
6,448

こども青少年局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　5月分（市民病院）
12,828,080

こども青少年局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する振込手数料の支出について　5月分（府内）
3,900

こども青少年局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第3回目分）
600,000

こども青少年局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第4回目分）
450,000

こども青少年局 管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研修会（西・中央ブロック）の実施と同経費の支払いについて（平成２６年度６月）
9,080

こども青少年局 管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の所要経費の支出について（上半期①）
5,889,600

こども青少年局 管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（５月分）
80,582

こども青少年局 管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（５月分）
15,830

こども青少年局 管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の所要経費の支出について（第２四半期④）
1,089,900

こども青少年局 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 平成26年度　政令指定都市母子保健主管課長会議への参加及び同経費の支出について
37,760

こども青少年局 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 ３歳児尿検査用　ピペットチューブの購入及び同所要経費の支出について
230,688

こども青少年局 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　5月分（府外）
10,421,490

こども青少年局 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度　第61回日本小児保健協会学術集会の参加費の支出について
12,000

こども青少年局 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦一般健康診査事業に要する医療扶助費の再支出について　No2
9,840

こども青少年局 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成２６年４月分）
815,604

こども青少年局 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成２６年５月分）
773,744

こども青少年局 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の所要経費の支出について（上半期②）
7,419,600

こども青少年局 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No3
857,140

こども青少年局 管理課 平成26年07月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 就園助成システムパソコン等の買入にかかる所要経費の支出について
340,740

こども青少年局 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第5回目）
22,443,444

こども青少年局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録第７４６～７４７号の買入にかかる経費の支出について
8,985

こども青少年局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 幼児歯科対策事業用　幼児歯科対策事業にかかる表彰式　副賞　支出について
153,495

こども青少年局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施経費の支出について（東成区外９件・２９園分）６月分
228,636

こども青少年局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施経費の支出について（北区外７件・１８園分）６月分
134,136

こども青少年局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件の実施経費の支出について（６月分）
1,848,190

こども青少年局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　6月分（府内）
174,787,408

こども青少年局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する振込手数料の支出について　6月分（府内）
179,790

こども青少年局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員（家庭児童相談員）の公務災害に係る療養補償に係る診断書料の支出について
4,000

こども青少年局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託実施経費の支出について（住吉区・住之江区・平野区・西成区）６月分
101,736

こども青少年局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度生野区及び住吉区子ども・子育てプラザにかかる自動扉開閉装置保守点検業務の実施経費の支出について（７月実施分）
28,080

こども青少年局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度福島区子ども・子育てプラザにかかるエレベーター保守点検業務の実施経費の支出について（第1四半期実施分）
154,224

こども青少年局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

需用費　消耗品費 子育て世帯臨時特例給付金申請書等送付用窓あき封筒、返信用封筒の支出について
1,346,278

こども青少年局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

需用費　光熱水費 中央卸売市場本場業務管理棟（子育て給付金事務センター）にかかる光熱水費の支出について
17,769

こども青少年局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

使用料及賃借料　使用料 子育て世帯臨時特例給付金オフィスデスクほか１５点借入（その２）の支出について
142,707

こども青少年局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度本場防火防犯交通協力会分担金の支出について
8,000
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こども青少年局 管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第6回目）
9,250,890

こども青少年局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度政令指定都市私学助成主管課長会出席にかかる経費の支出について
48,820

こども青少年局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年５月分市内出張交通費の支出について
36,960

こども青少年局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年４月分市内出張交通費の支出について
17,380

こども青少年局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて
804

こども青少年局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 平成２６年４月分市内出張交通費の支出について
2,610

こども青少年局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 平成２６年５月分市内出張交通費の支出について
480

こども青少年局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　父親の育児参加啓発事業の支出について（第１四半期分）
949,500

こども青少年局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 平成２６年５月分市内出張交通費の支出について
6,660

こども青少年局 管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 平成２６年４月分市内出張交通費の支出について
5,240

こども青少年局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成２６年６月分）
597,863

こども青少年局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ブックスタート事業用絵本の買入にかかる支出について
2,233,440

こども青少年局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第１四半期)（その１）
23,547,340

こども青少年局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 歯科健康診査・保健指導事業用　歯科ミラー　外３点の購入及び同所要経費の支出について
1,409,778

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成26年度：3回目）
27,360

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる５月分措置費の支出について
382,182

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（４月分）の支出について
609,385

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 施設退所者へのエール　居場所・自助活動支援事業にかかる委託料の支出について（上期分）
4,030,247

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置費の支払いについて（７月分）
401,883,721

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(４～６月請求分）
307,557

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託(長期契約)の支出について（６月分）
91,800

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成26年度子ども家庭支援員研修事業委託事業者選定会議の実施及び同経費の支出について
51,835

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市養育支援訪問事業「エンゼルサポーター派遣事業」にかかる所要経費の支出について（４・５月分）
1,120,780

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童扶養手当給付費の支出について（平成26年７月期随時払）
16,556,140

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度児童福祉施設連盟野外活動研修会にかかる費用の支出について
380

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度助産施設措置費（５月分）の支出について（大阪市立病院分）
3,812,206

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度助産施設法外援護費（５月分）の支出について（大阪市立病院）
43,400

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成26年度　ひとり親家庭等日常生活支援事業にかかる委託料の支出について（４月分）
1,443,070

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（６月分）
1,140,162

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（６月概算払追給分）
22,634,601

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（７月概算払分）
104,810,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる措置費（６月分）の支出について
392,899

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（７月概算払分）
91,714,341

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮他３施設に係る指定管理業務代行料の支出について（７月分）
66,010,321

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料（７月分）の支出について
26,651,770

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(7月払い分）
21,189

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(7月払い分）
19,111,583

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（６月審査分）
5,870,128

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(7月払い分）
172,952

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（６月審査分）
302,984

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（７月決定分）
6,209,132

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(7月払い分）
20,992,140

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成26年度　ひとり親家庭等日常生活支援事業にかかる委託料の支出について（５月分）
1,195,870

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（６月審査分）
374,264

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（６月審査分）
2,990,152

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成26年度：4回目）
12,900

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（７月決定分）
10,413,429

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大津しらゆりにかかる措置費（６月分）の支出について
349,460
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こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度助産施設法外援護費（５月及び６月請求分）の支出について
762,870

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等技能訓練促進費の支出について（平成25年度相当分）
282,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる６月分措置費の支出について
403,238

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる６月分措置費の支出について
273,130

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設わかくさにかかる７月分措置費の支出について
313,856

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年６月分）の支出について
15,640

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（６月審査分）
19,451,937

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度施設児童自立支援事業（学力ケア）にかかる所要経費の支出について（６月分）
4,333,365

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（７月概算払分）
423,724,834

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（６月審査分：基金）
1,938,193

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成26年度　母子福祉センター大阪市立愛光会館管理運営業務にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
26,000,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（７月概算払分：基金）
60,141,520

こども青少年局 こども家庭課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（４～６月分 １回目）
32,509,500

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入経費の支出について（５月分）
90,138

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（５月）
360,518

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（５月分）の支出について
17,470

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 平成２６年度　近畿児童自立支援施設協議会委員会への参加について
12,160

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　残飯収集運搬処理業務委託経費の支出について（５月分）
21,600

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（５月分）の支出について
6,998

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（５月分）
40,436

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（４月分）
32,332

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　特別旅費 平成２６年度児童自立支援施設スーパーバイザー研修への参加について
32,260

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　特別旅費 平成２６年度児童自立支援施設新任職員研修への参加について
32,270

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（６月分：６月１日～６月３０日）
28,089

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（６月分：６月１日～６月３０日）
67,556

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年度大阪市児童福祉連盟野球・バレーボール大会参加にかかる同所要経費の支出について
20,800

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（６月分：６月１日～６月３０日）
55,420

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園入所児童の夏季三島地区卓球大会参加にかかる同所要経費の支出について
6,400

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 阿武山学園入所児童高等学校在学児にかかる特別育成費の支出について（７月分）
22,910

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（７月分）
188,100

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用さつまいも苗　買入経費の支出について
19,440

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園向日葵寮ガスコンロ修繕経費の支出について
5,292

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園銀杏寮ガスヒートポンプ式エアコン修繕経費の支出について
11,016

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　残飯収集運搬処理業務委託経費の支出について（６月分）
21,600

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　本館便所清掃業務委託経費の支出について（６月分）
17,100

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度全日本少年野球連盟会費の支出について
5,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（７月分：７月１日～７月１８日）
1,990

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用ゲームシャツ外４５点　買入経費の支出について
396,489

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用プール用殺菌消毒剤外２点　買入経費の支出について
66,852

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用蛍光ランプ３２形外４点　買入経費の支出について
147,204

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（７月分：７月１日～７月１８日）
30,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（６月分）
5,260

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　白衣等洗濯業務経費の支出について（６月分）
11,210

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（６月分）の支出について
6,998

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（７月分：７月１日～７月１８日）
42,370

こども青少年局 阿武山学園 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 阿武山学園事業用蛍光ランプ３２形外４点　買入経費の支出について
127,440

こども青少年局 運営担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.004）
1,334,800

こども青少年局 運営担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（５月分）の支出について
2,549,121
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こども青少年局 運営担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（５月分）の支出について
775,992

こども青少年局 運営担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（５月分）
17,593

こども青少年局 運営担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年7月31日～8月1日実施分）
218,740

こども青少年局 運営担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 措置等にかかる児童移送費の支出について（平成26年7月31日実施分）
28,230

こども青少年局 運営担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用寝具一式経費(平成26年4月分）
10,584

こども青少年局 運営担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用寝具一式経費の支出について（平成26年4月分）
50,137

こども青少年局 運営担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド事前研修会用講師謝礼の支出について（６月１７日実施分）
12,400

こども青少年局 運営担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　備品修繕料 こども相談センター乾燥機修繕の支出について
47,952

こども青少年局 運営担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（４月分一般調味料類・菓子類）
519,212

こども青少年局 運営担当 平成26年07月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報酬金の支出について（6月17日実施分）
56,672

こども青少年局 運営担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２６年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て・第２回）
88,640

こども青少年局 運営担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用コピー代金の支出について（４月分）
199,704

こども青少年局 運営担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用コピー代金の支出について（５月分）
141,029

こども青少年局 運営担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　印刷製本費 平成26年度こども相談センター事業用児童記録フォルダ印刷経費の支出について
221,400

こども青少年局 運営担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（５月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
32,448

こども青少年局 運営担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成26年度こども相談センター事業用電話料金（５月分）の支出について（平野分室）
28,140

こども青少年局 運営担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用寝具一式経費の支出について(平成26年度5月分）
42,577

こども青少年局 運営担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用寝具一式経費(平成26年5月分）
15,664

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（６月分）の支出について
80,025

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（６月分）の支出について
3,100

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月後半分）
450

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.005）
1,687,240

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月後半分）
3,447

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２６年度近畿地区里親研修会への参加にかかる資料代の支出について（平成26年7月12日実施分）
2,000

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月後半分）
110,000

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用往復はがき購入経費の支出について（平成２６年度６月）
7,800

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月後半分）
11,472

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター講演会（教育相談事業保護者対象プログラム）の開催にかかる使用料の支出について
25,260

こども青少年局 運営担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月後半分）
910

こども青少年局 運営担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器（平野分室）借入経費の支出について（６月分）
10,713

こども青少年局 運営担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（６月分）
43,977

こども青少年局 運営担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入の実施及び同所要経費の支出について（6月分）
98,700

こども青少年局 運営担当 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター用ＡＥＤ借入経費の支出について（６月分）
4,200

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託にかかる所要経費の支出について（６月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（６月分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年6月30日実施分）②
4,920

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年6月30日実施分）
1,670

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用朝日新聞の買入経費の支出について（平成26年４月分～６月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用読売新聞の買入経費の支出について（平成26年４月分～６月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用産経新聞の買入経費の支出について（平成26年４月分～６月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用毎日新聞外１点の買入経費の支出について（平成26年４月分～６月分）
25,638

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（５月分肉・肉加工品）
368,052

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（５月分魚介類）
586,872

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入について（５月分一般調味料類・菓子類）
691,433

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（５月分野菜類・果物類・だし類）
1,041,702

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（５月分パン）
197,292

こども青少年局 運営担当 平成26年07月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（５月分業務用調味料類・米類）
493,825

こども青少年局 運営担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（６月分）の支出について
251,880
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こども青少年局 運営担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（６月分）の支出について
186,300

こども青少年局 運営担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（６月分）の支出について
194,400

こども青少年局 運営担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームC)業務委託契約にかかる支出について（平成26年6月分）
450,500

こども青少年局 運営担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成26年6月分）
2,521,000

こども青少年局 運営担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＡ外１５区分）業務委託契約にかかる支出について（平成26年6月分）
9,181,500

こども青少年局 運営担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ）の所要経費の支出について（６月分）
4,294

こども青少年局 運営担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所用プール用カートリッジフィルターの支出について
11,880

こども青少年局 運営担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（６月分）
30,132

こども青少年局 運営担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（５月分）の支出について
85,130

こども青少年局 運営担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（事前研修会）の支出について
9,000

こども青少年局 運営担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年6月26日実施分）②
24,960

こども青少年局 運営担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（４月分）の支出について
688,251

こども青少年局 運営担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成２６年６月分）の支出について
1,555,632

こども青少年局 運営担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務委託料（平成２６年６月分）の支出について
129,600

こども青少年局 運営担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備業務委託料（平成２６年６月分）の支出について
567,000

こども青少年局 運営担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター清掃業務委託料（平成２６年６月分）の支出について
441,000

こども青少年局 運営担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター構内電話交換設備保守点検業務委託料（平成２６年４月～６月分）の支出について
169,776

こども青少年局 運営担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成26年6月分）
20,560,940

こども青少年局 運営担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金(6月分）の支出について
107,253

こども青少年局 運営担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター一般廃棄物収集運搬業務委託料（６月分）
27,388

こども青少年局 運営担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.006）
2,463,998

こども青少年局 運営担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（７月分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度近畿地区里親研修会への参加にかかる所要経費の支出について（平成26年7月12日実施分）
1,840

こども青少年局 運営担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２６年度児童相談所児童福祉司スーパーバイザー研修への参加にかかる資料代の支出について（平成26年7月8日～11日実施分）
2,000

こども青少年局 運営担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（６月分）
71,307

こども青少年局 運営担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センターにおける臨床検査業務委託料の支出について（６月分）
57,855

こども青少年局 運営担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所事業用珪藻土の買入経費の支出について
8,208

こども青少年局 運営担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター心理判定用新版Ｋ式発達検査道具外９点の買入経費の支出について
360,288

こども青少年局 運営担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（６月分）の支出について
2,883,981

こども青少年局 運営担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（６月分）の支出について
1,184,023

こども青少年局 運営担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（６月分）の支出について（光ＩＰ電話用インターネット回線使用料）
9,936

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所整備補助金の支出について
96,329,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　市内民間保育所運営費（７月分）の支出について
2,660,886,185

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員６月研修会に係る所要経費について（報償費）
29,280

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員６月研修会にかかる所要経費（会場費）の支出について
17,850

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員６月研修会にかかる所要経費（会場費）
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 栄養関係法規類集追録２２８号他１件　の支出について
6,350

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度　保育所主任保育士研修会参加に係る所要経費の支出について
13,500

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市保育所連合会保育事業の分担金の支出について
262,210

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員７月研修会に係る所要経費について（報償金）
19,160

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 保育料徴収事務にかかるノート型パソコンの借入にかかる経費の支出について（6月分）
12,075

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）の裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（6月分）
77,962

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等裁断、封入、封緘、配送業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（６月分）
201,800

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市民間保育所運営費（7月分）の支出について
3,058,830

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務（4月～12月）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（6月分）
235,208

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員７月研修会に係る所要経費について（報償金）
17,280

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員７月研修会に係る所要経費について(会場費）
17,850

こども青少年局 保育企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　産休等代替職員費補助金の支出について（４月申請分）１
140,720
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こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 毛馬保育所1歳児室空調機修繕にかかる所要経費の支出について
33,588

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成26年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム５月分）の支出について
636,818

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて(４月分)
102,860

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 南江口保育所調理室食器消毒保管庫修繕にかかる所要経費の支出について
64,800

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 南津守保育所調理室食器消毒保管庫修繕にかかる所要経費の支出について
38,232

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（７月８～１１日）７月２週
2,820

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 所外保育にかかる普通旅費の支出について（７月８～１１日）７月２週
9,298

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 所外保育にかかる使用料の支出について（７月８～１１日）７月２週
3,200

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 松通保育所０・１歳児保育室空調機修繕にかかる所要経費の支出について
33,588

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 苅田南保育所１歳児保育室及び４歳児保育室空調機修繕にかかる所要経費の支出について
97,092

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立　海老江保育所入所児童緊急受診に伴うタクシー乗車料金の支出について
660

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用冷凍冷蔵庫の購入経費の支出について
86,832

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 公立保育所甲種防火管理者講習の受講にかかる所要経費の支出について（柏里・長吉第２保育所）
16,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 生江保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期分）
70,200

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 豊里第１保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期分）
140,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立保育所・幼稚園産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費について（６月分）
623,011

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 森小路保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期）
147,420

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 北加賀屋保育所外１箇所自動ドア設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期分)
17,496

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 南大江保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期分）
162,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　塩素剤外１点の購入及び同経費の支出について
646,747

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 平成２６年度浪速第１保育所調理室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
475,200

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（６月分）
106,920

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 長吉第１保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期）
257,580

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（６月分）
75,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度　保育所運営事業委託料の支出について（７月分）
369,553,360

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（６月分）
79,380

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 八幡屋保育所調理室空調機修繕の所要経費の支出について
105,004

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 高松保育所３歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
77,112

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 三国保育所１歳児保育室及び５歳児保育室空調機分解清掃作業の所要経費の支出について
129,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（６月分）
114,048

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（６月分）
69,768

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（５月分）
42,538

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（５月分）
602,199

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市立保育所における電話料金（ＫＤＤＩ６月分）の支出について
127,093

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 松之宮保育所所外保育にかかる其他委員等旅費等の支出について
432

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 松之宮保育所所外保育にかかる其他委員等旅費等の支出について
1,724

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ゴム手袋外１点の購入及び同経費の支出について
138,399

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 酉島保育所プール修繕工事の実施並びに同所要経費の支出について
437,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 長橋第２保育所０・１歳児保育室及び３歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
182,795

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 浅香東保育所３歳児午睡室・図書室・並びに２歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
237,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 加島第１保育所調理室業務用冷凍冷蔵庫修繕の所要経費の支出について
17,766

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 鯰江保育所調理室コンベクションオーブン修繕の所要経費の支出について
29,160

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 鴫野保育所２歳児保育室及び４歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
172,648

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 南大江保育所４歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
23,976

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 御崎保育所２歳児保育室給湯器点検作業の所要経費の支出について
4,320

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 浅香東保育所４歳児室空調機点検作業の所要経費の支出について
11,772

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所・幼稚園一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（６月）
887,112

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 松之宮保育所所外保育にかかる其他委員等旅費等の支出について
1,000
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こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（７月分）
266,220

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　中継アンテナの購入及び同経費の支出について
8,964

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　業務用掃除機の購入及び同経費の支出について
19,980

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　コーナークッションの購入及び同経費の支出について
27,043

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 南大江保育所０歳保育室空調機取替え工事の実施及び同経費の支出について
669,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 中川保育所調理室ストレートシロッコファン他取替工事の実施並びに同所要経費の支出について
561,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 浪速第５保育所１階便所５給湯設備等取替工事の実施並びに同所要経費の支出について
972,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　エアコンの購入及び同経費の支出について
186,840

環境局 環境管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部 公害パトロール用・５月分）
34,390

環境局 環境管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度大都市環境保全主管局長会議負担金の支出について（一般事務用）
3,000

環境局 環境管理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 平成26年度近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会委員会並びに第１回幹事会への出張旅費の支出について
1,940

環境局 環境管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 環境影響評価専門委員会委員の就任依頼に係る出張旅費の支出について（環境影響評価用）
2,380

環境局 環境管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成26年度全国環境影響評価担当課長会議の出席に伴う出張旅費の支出について（環境影響評価用）
29,240

環境局 環境管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 環境影響評価専門委員会委員の就任依頼に係る出張旅費の支出について（環境影響評価用）
2,720

環境局 環境管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　分担金 水質汚濁対策用（公社）瀬戸内海環境保全協会平成２６年度会費の支出について
1,080,000

環境局 環境管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務用切手の購入経費の支出について
18,090

環境局 環境管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報酬　其他委員等報酬 環境影響評価専門委員会（6月12日）委員交通費及び報酬の支出について（環境影響評価）
189,150

環境局 環境管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（6月10日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　費用弁償 環境影響評価専門委員会（6月12日）委員交通費及び報酬の支出について（環境影響評価）
11,520

環境局 環境管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 タイヤ購入に係る経費の支出について（公害パトロール用）
76,734

環境局 環境管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　印刷製本費 環境影響についての検討結果報告書印刷製本業務委託経費の支出について（環境影響評価）
31,752

環境局 環境管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市環境影響評価専門委員会（全体会）の会議録書き起こし業務委託料の支出について（環境影響評価用）
30,240

環境局 環境管理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 立入検査指導書（複写）の印刷に係る経費の支出について
16,632

環境局 環境管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実態把握（印刷、封入、封緘、発送業務等）の経費の支出について
340,835

環境局 環境管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 大気汚染常時監視用今里交差点局の電気料金に係る経費の支出について(第１四半期分)
45,723

環境局 環境管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 共同利用施設維持管理用平成26年度大阪市立共同利用施設の管理運営に係る経費の支出について（第２四半期）
3,131,000

環境局 環境管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（6月分）
59,098

環境局 環境管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用今里交差点局不動産賃貸借に係る経費の支出について（第1四半期分）
285,768

環境局 環境管理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議」への出席旅費の支出について
28,500

環境局 環境管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置長期借入に係る経費の支出について（６月分）
53,892

環境局 環境管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　５月分
6,182

環境局 環境管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路（車両有料道路）通行料金用費用の支出について　５月分
6,820

環境局 環境管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（平成２６年６月分・庁舎管理用）
345,942

環境局 環境管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（平成26年8月分・庁舎管理用）
151,200

環境局 環境管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（平成26年8月分・庁舎管理用）
4,670,190

環境局 環境管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（平成26年6月分・庁舎管理用）
1,080

環境局 環境管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（６月分環境規制）
6,086

環境局 環境管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　分担金 （窒素酸化物対策推進事業用）大阪自動車環境対策推進会議の分担金の支出について
500,000

環境局 環境管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（6月分　環境影響評価用）
9,250

環境局 環境管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 アルコール検知器購入経費の支出について（環境管理部　車両運行管理用）
51,516

環境局 環境管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・平成２６年５月分）
25,017

環境局 環境管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車緊急修繕にかかる経費の支出について（公害パトロール用　なにわ４１さ４２０９）
188,816

環境局 環境管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール用・平成２６年５月分）
34,030

環境局 環境管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：6月分）
448,524

環境局 環境管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：6月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（6月分）
5,940

環境局 環境管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式長期借入経費の支出について　６月分
77,760

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（6月分　事務連絡用）
5,330
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環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
216

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
2,700

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第1四半期分
4,997

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
1,080

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）６月分
5,940

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
1,250

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
1,000

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
400

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
250

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
500

環境局 環境管理課 平成26年07月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
550

環境局 環境管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部 公害パトロール用・６月分）
56,381

環境局 環境管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 環境データ処理システム保守管理業務委託に係る委託料の支出について（第１四半期）
802,332

環境局 環境管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 産業廃棄物規制用プリンタラベルほか３点の購入経費の支出について
8,671

環境局 環境管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 水質常時監視用検査用パックテストＣＯＤほか１０点の買入経費の支出について
40,500

環境局 環境管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分（No.350448）
69,367

環境局 環境管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 水質常時監視用検査用パックテストＣＯＤほか１０点の買入経費の支出について
134,233

環境局 環境管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 「環境法規総覧」追録購入費用の支出について（環境管理部一般事務用・第1回中間払い）
51,114

環境局 環境管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
272

環境局 環境管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分（No.380183)
65,564

環境局 環境管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について(6月分　環境管理部　一般業務用）
4,993

環境局 環境管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 ＡＴＣ庁舎電話料金の支出について（平成２６年６月分・庁舎管理用）
62,328

環境局 環境管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（6月27日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（６月分）
280

環境局 環境管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用光回線1回線使用に係る経費の支出について（親局：6月分）
9,471

環境局 環境管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（6月分）
16,350

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分（北部環境保全監視）
710

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 平成２６年度環境省　騒音・振動防止研修に係る旅費の支出について（一般事務用）
29,760

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
300

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,200

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,200

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
6,800

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年５月分）
300

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年５月分）
700

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年５月分）
600

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
170

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について（西部環境保全監視グループ・第１四半期分）
3,843

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
589

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
800

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
400

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
2,500

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
300

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
100

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 騒音振動対策用低周波騒音計外3点の賃料経費の支出について（第１四半期分）
309,645

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 騒音振動対策用普通騒音計外2点の賃料経費の支出について（第１四半期分）
101,114

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
1,829

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南東部環境保全監視グループ用市内出張交通費（６月分）
640

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料（環境保全監視運営用）の支出について（７月分）
2,000
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環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（６月分・南西部環境保全監視グループ）
630

環境局 事業管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
216

環境局 事業管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
350

環境局 事業管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（５月分）
4,073,403

環境局 事業管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　粗大ごみ収集等申込受付業務委託に伴う経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
16,508,700

環境局 事業管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（服部霊園過年度還付用）
16,120

環境局 事業管理課 平成26年07月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
400

環境局 事業管理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 五条公園公衆トイレ手洗い天板ほか修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
165,240

環境局 事業管理課 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ミーティングテーブルほか１点買入経費の支出について（斎場事業運営用）
463,320

環境局 事業管理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 受付印ほか１点買入経費（し尿流注業務用）の支出について
10,065

環境局 事業管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（５月分）
800

環境局 事業管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（上半期）廃油等回収処理業務委託経費（環境整備用）の支出について（６月分）
58,752

環境局 事業管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（５月分）
377,979

環境局 事業管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
7,691,357

環境局 事業管理課 平成26年07月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 南中本公園公衆トイレ多目的ブース扉ほか修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
115,128

環境局 事業管理課 平成26年07月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　建物修繕料 大阪市立葬祭場　監視カメラ取替修理経費の支出について
356,400

環境局 事業管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（５月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（５月分）
24,780

環境局 事業管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 電球型蛍光ランプほか４点の購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
81,432

環境局 事業管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（５月分）
12,280

環境局 事業管理課 平成26年07月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 吐水口キャップほか２点の購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
9,406

環境局 事業管理課 平成26年07月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 都島公園公衆トイレ手洗器取付緊急修理経費（公衆トイレ整備用）の支出について
44,344

環境局 事業管理課 平成26年07月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 蛍光ペン（ピンク）ほか１９点の購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
38,840

環境局 事業管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
12,547,777

環境局 事業管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
5,564,411

環境局 事業管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 大阪市設瓜破霊園における樹木撤去業務委託にかかる経費(霊園整備用)の支出について
118,800

環境局 事業管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 竹ほうきほか２点の購入経費（環境整備用）の支出について
27,918

環境局 事業管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
4,050,000

環境局 事業管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 鶴見斎場　定期改修工事に係る見積手数料の支出について（斎場事業運営用）
32,400

環境局 事業管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
3,560

環境局 事業管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
886,615

環境局 事業管理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園整備用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について（6月分）
53,136

環境局 事業管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 配管用温度調整器ほか１４点購入費（施設維持管理用）の支出について
273,456

環境局 事業管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　被服費 冬ズボン（路上喫煙防止指導員用）の購入経費の支出について
11,772

環境局 事業管理課 平成26年07月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 鶴町北公園公衆トイレ側溝ほか修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
357,480

環境局 事業管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 西南環境事業センター壁掛扇風機購入費（施設維持管理用）の支出について
51,148

環境局 事業管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 不法投棄（産業廃棄物）の収集運搬処理業務委託経費（環境整備用）の支出について
253,800

環境局 事業管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
3,733

環境局 事業管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（郵便局　平成26年5月分）
513,894

環境局 事業管理課 平成26年07月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（5月分）
12,721

環境局 事業管理課 平成26年07月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
17,084,194

環境局 事業管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　建物修繕料 瓜破斎場式場棟スライディングウォール修繕経費の支出について（斎場事業運営用）
72,360

環境局 事業管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用６月分）
13,500

環境局 事業管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア借入経費の支出について（斎場事業運営用６月分）
56,727

環境局 事業管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（服部霊園過年度還付用）
8,586

環境局 事業管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,166,948

環境局 事業管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
5,940,000
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環境局 事業管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（５月分）
530,520

環境局 事業管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（５月分）
1,964,670

環境局 事業管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 報償費　報償金 第１回大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議委員報償金の支出について（斎場事業運営用）
66,060

環境局 事業管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システム用機器一式借入経費の支出について（斎場事業運営用６月分）
140,184

環境局 事業管理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 中部環境事業センターガス吸収式冷温水機整備工事費（施設維持管理用）の支出について
1,998,000

環境局 事業管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 東北環境事業センター脱衣室排水マットほか１点の購入費（施設維持管理用）の支出について
79,596

環境局 事業管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
2,157,312

環境局 事業管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
2,880,000

環境局 事業管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 大阪港咲洲トンネル通行回数券の購入にかかる経費の支出について（廃棄物処理事業用）
90,000

環境局 事業管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成26年６月分）
38,102

環境局 事業管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 北斎場建物内警備業務委託の支出について（斎場事業運営用）第１四半期分
435,086

環境局 事業管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 佃斎場建物内警備業務委託について（斎場事業運営用）第１四半期
69,942

環境局 事業管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 小林斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）第１四半期
67,947

環境局 事業管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 鶴見斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業管理用）第１四半期
76,732

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成26年６月分）
382,797

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
3,667,500

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
3,240,000

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成26年６月分）
123,984

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,600

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入費用の支出について（斎場事業運営用）
46,000

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,974

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
80,732

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（５月分）
17,161,790

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（５月分）
21,432,771

環境局 事業管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（５月分）
7,930,025

環境局 事業管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成26年6月分）
5,136

環境局 事業管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　粗大ごみ収集等申込受付業務委託に伴う経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
15,898,107

環境局 事業管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 機械警備業務委託経費（水面清掃事業用）の支出について（河川事務所）（第１四半期分）
45,360

環境局 事業管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 委員報酬の支出について（第２１回路上喫煙対策委員会用）
112,035

環境局 事業管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 路上喫煙対策委員会にかかる交通費の支出について（６月分）
3,620

環境局 事業管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 駐車場用コーン（赤）ほか１点にかかる購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
6,242

環境局 事業管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場敷地内除草業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
527,040

環境局 事業管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 五条公園公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（６月分）
58,864

環境局 事業管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（６月分）
362,880

環境局 事業管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 南中本公園公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（6月分）
63,724

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ドライブレコーダーほか１点（事故防止対策用）の購入費用の支出について
382,838

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東部環境事業センター副浴槽ろ過器水漏れ修理（施設維持管理用）の支出について
254,880

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
3,812,400

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
2,754,000

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
3,212,100

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用６月分）
15,702,749

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用６月分）
26,324,519

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（６月分）
9,192,400

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（住吉霊園外４霊園）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（６月分）
6,128,100

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（瓜破霊園外３霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（６月分）
20,719,000

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ステンレス製排水目皿の購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
7,020

環境局 事業管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（6月分）
931,679

環境局 事業管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（６月分）
29,350
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環境局 事業管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（６月分）
480

環境局 事業管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託経費（動物死体処理用）の支出について（６月分）
2,190,078

環境局 事業管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（6月分）
143,694

環境局 事業管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,768,499

環境局 事業管理課 平成26年07月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（６月分）
4,200

環境局 事業管理課 平成26年07月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その２）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（４・５月分）
734,470

環境局 事業管理課 平成26年07月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（6月分）
435,456

環境局 事業管理課 平成26年07月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 大黒橋公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（6月分）
108,864

環境局 事業管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,965

環境局 事業管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成26年6月分その２）
1,830

環境局 事業管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
816

環境局 事業管理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 カラーコピー用紙の購入経費（ボランティア清掃用）の支出について
12,690

環境局 事業管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 デジタルミュージックマシーンほか４点購入費（施設維持管理用）の支出について
89,856

環境局 事業管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター給湯用揚水ポンプＮＯ．２電動機取替修理費（施設維持管理用）の支出について
269,481

環境局 事業管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成26年６月分）
100,057

環境局 事業管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の配送業務委託経費の支出について（平成26年6月分）
756

環境局 事業管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 中部環境事業センター出張所・東部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（６月分）
256,209

環境局 事業管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（６月分）
329,628

環境局 事業管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
4,329,000

環境局 事業管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 デジタルミュージックマシーンほか４点購入費（施設維持管理用）の支出について
189,000

環境局 事業管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
750,632

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
1,814

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
4,050,000

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東南環境事業センター・中部環境事業センター・西南環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（６月分）
447,948

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（６月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
4,500,000

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（６月分）
303,359

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（６月分）
32,400

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター・北部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（６月分）
310,808

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 報償費　報償金 大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議の現地見学に係る委員報償金の支出について（斎場事業運営用）
66,060

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（６月分）
24,290

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 白墨液の購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
8,640

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
551

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 斎場予約受付システム用携帯電話料金の支出について（斎場事業運営用７月分）
3,474

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用７月分）
9,936

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用７月分)
37,260

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用６月分）
23,731

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場建物内警備業務委託経費の支出について(斎場事業運営用)
63,093

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（６月分）
6,090

環境局 事業管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（６月分）
148,156

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
525

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
976,512

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,004

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
800

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,410

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,450

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
600

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 シート用ゴムバンドほか１点（車両管理用）購入経費の支出について
18,468
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環境局 北部環境事業センター 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 食器用洗剤ほか４点（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について
19,677

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
2,199

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
976,512

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
654,859

環境局 北部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（６月分）
11,260

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26.5月分）
883,872

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．5月分）
1,464,768

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．5月分）
447,815

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．5月中継地分）
97,651

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 用箋挟ほか20点の購入に係る経費の支出について（一般事務用）
61,981

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・6月分）
233,879

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・7月分）
19,159

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
6,663

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
630

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
21,000

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
450

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
2,031

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（26年6月分）
500

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ６月分市内等出張交通費の支出について
11,970

環境局 東北環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
3,039

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第１四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
883,872

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第１四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２６年５月分）
1,953,024

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用裁ちばさみ購入経費の支出について
7,992

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
156,530

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用消しゴムの購入経費支出について
89,100

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 安全運転管理用　安全運転管理者等法定講習受講経費の支出について
25,200

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用屋外用壁掛時計購入経費の支出について
34,020

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２６年５月分）
10,550

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 一般事務連絡用電話使用料の支出について（平成２６年６月分）
2,703

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
7,656

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
440

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
1,050

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
400

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
600

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
2,804

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第１四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２６年６月分）
1,464,768

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第１四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
1,767,744

環境局 城北環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（6月分）
729,439

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（５月分）の支出について
3,450

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 職員衛生用トイレットペーパー購入経費の支出について
60,588

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用軽油購入経費の支出について（平成２６年６月分）
732,384

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用揮発油購入経費の支出について（平成２６年６月分）
883,872

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用圧縮天然ガス購入経費の支出について（スタンド平成26年６月分）
672,641

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用下水道使用料の支出について（平成26年6月分）
271,960

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 車両洗車用工業用水道使用料の支出について（平成26年７月分）
65,124

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 交通事故防止対策用西淀川安全運転管理者部会会費の支出について
12,500

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用ファクシミリ機器使用料の支出について（平成２６年４月～６月）
506

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年６月分）
4,104
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環境局 西北環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年６月分）
140

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年６月分）
5,368

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年６月分）
2,546

環境局 西北環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（６月分）の支出について
5,320

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第７～１２号）の支出について　（平成２６年５月分）
6,251

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 シュレッダー購入経費の支出について（一般事務用）
24,840

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第７～１２号）の支出について　（平成２６年５月分）
4,622

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成26年5月分
11,432

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（第７～１２号）の支出について　（平成２６年５月分）
820

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第７～１２号）の支出について　（平成２６年５月分）
1,000

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年５月分
1,178,496

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか２点購入経費の支出について（職員衛生用）
89,294

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　備品修繕料 カラープリンターの修理について（普及啓発用）
5,184

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電話使用料（事務連絡用）の支出について　平成26年6月分
2,703

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年５月分
240,880

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 エレベーター保守点検業務委託経費（庁舎管理用）の支出について（第１四半期分）
158,112

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印の作成に係る支出について（一般事務用）
1,676

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２６年６月分）
2,160

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
883,872

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
732,384

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（６月分）
300,056

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料(廃棄物収集運搬車用)の支出について平成26年7月分
5,324

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（７月分）
15,454

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成26年6月分
240,148

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
4,278

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
2,592

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
2,872

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
40,517

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
3,950

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(会議等)平成26年6月分
7,280

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第１３～２１号）の支出について　（平成２６年６月分）
3,998

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第１３～２１号）の支出について　（平成２６年６月分）
906

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分（４月～６月分）
1,935

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第１３～２１号）の支出について　（平成２６年６月分）
4,812

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成26年6月分
3,168

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（第１３～２１号）の支出について　（平成２６年６月分）
205

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 　平成26年度　エレベーター設備保守点検整備業務委託料（庁舎管理用）の支出について
387,666

環境局 中部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第１３～２１号）の支出について　（平成２６年６月分）
250

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
511,432

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用全自動洗濯機購入等にかかる経費の支出について
128,304

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 廃棄物処理事業用全自動洗濯機購入等にかかる経費の支出について
15,552

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（５月分）
750

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
732,384

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（資源ごみ中継地施設維持管理用）の支出について（５月分）
122,064

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　特別旅費 市内等出張交通費（ショベルローダー講習受講用）の支出について（５月分）
8,400

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について(６月分）
680,850

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（７月分）
19,839

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（６月分）
450,986
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環境局 西部環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用再生トナーカートリッジ購入経費の支出について
50,911

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
2,056

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（６月分）
730

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,129

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
883,872

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
562,235

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,260

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,390

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,650

環境局 西部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,944

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（５月分）
7,440

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,522

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,830

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用　トイレットペーパー購入経費の支出について
70,632

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
820

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
620

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,300

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
719

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
82

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
300

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 体験学習・子ども服展示提供用ラミネートフィルムほか７点の購入経費の支出について
49,810

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用蛍光灯の買入について
18,122

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 交通事故防止対策用生野安全運転管理者部会費の支出について
15,000

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 特定建築物立入検査用　市営交通回数ｶｰﾄﾞ購入経費の支出について
60,000

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期
5,133

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
490,930

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）６月分
333,725

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）７月分
17,647

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,166

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（６月分）
1,464,768

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,200

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
82

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,800

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について　第１四半期分
41,833

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用　ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ購入経費の支出について
21,762

環境局 東部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 エコバックほか２点の購入経費の支出について（リサイクル工作教室）
45,198

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成26年6月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
883,872

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２６年６月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
732,384

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２６年６月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
591,760

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
4,619

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託及び同経費の支出について（庁舎管理用）
74,520

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　６月分　下水道料金の支出について（庁舎管理用）
362,053

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用）（7月分）
21,340

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分）
17,018

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分）
4,970

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分）
550

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分）
1,567

環境局 西南環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般型蛍光灯ランプ購入経費の支出について（庁舎管理用）
16,200
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環境局 西南環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入経費の支出について（安全衛生用）
37,260

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（5月分）
54,324

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 艶出し剤　ほか３点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
75,168

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(５月分)
1,178,496

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ｆ)購入経費の支出について(5月分)
1,013,386

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（5月分）
251,330

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（5月分）
511,450

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５/８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）5月分
2,095,632

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カッティングプロッター用洗浄液ほか１２点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
323,622

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(5月分)
2,426,295

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（5月分）
172,399

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（5月分）
556,872

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（5月分）
49,999

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（5月分）
3,434,108

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ツインリフト修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
38,880

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（７月分）
22,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（７月分）
50,600

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（７月分）
1,464,500

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（5月分）
1,048,092

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ごみ収集作業の体験学習用直定規の購入経費の支出について
25,920

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブラインドナットほか１０点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
388,670

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 調色塗料用シンナー（上半期）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（６月分）
35,424

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブレーキオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）
84,240

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防毒マスク（＃１）ほか６点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
60,318

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリンググリスの購入経費の支出について（自動車整備用）
63,720

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 塗装ブースの点検整備の経費支出について（自動車整備用）
279,720

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ガラスの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）【5月分】
74,910

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 車体洗浄剤の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
376,920

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤオイル購入経費の支出について（自動車整備用）
66,420

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（上半期）の購入経費の支出について（自動車整備用）（６月分）
103,680

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トラックゴム(収集作業用)購入経費の支出について
19,224

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)【６月分】
690

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 タイヤ（Ａ）ほか２点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
111,024

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用ステープラ―ほか１６点購入経費の支出について
64,026

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアー式ドリルほか１３点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
337,802

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 故障診断装置更新ソフト（Ａ）ほか１点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
187,920

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（６月分）
141,912

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱脂洗浄剤　ほか２点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
86,886

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）（６月分）
73,440

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（６月分）
141,264

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（６月分）
17,485

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（７月分）
12,506

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（６月分）
83,613

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（前期）使用済みタイヤの収集・運搬及び、処分業務委託経費の支出について（単価契約）：６月分
38,750

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（６月分）
6,040

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ストップ球ほか２１点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
331,477

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（5月分）
270

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用軽自動車法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：６月分
54,540
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環境局 南部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２６年度　排出ガステスター定期校正検査料の支出について（自動車整備用）
10,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用軽自動車法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：６月分
13,200

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について(一般事務用)第１四半期分
7,302

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(6月分)
276,048

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（6月分）
15,768

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（6月分）
32,400

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（6月分）
702,085

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(分別収集の推進事業用)の支出について(６月分)
97,651

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(６月分)
976,512

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(６月分)
715,814

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（6月分）
219,772

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアゾール式ラッカー塗料（＃１）ほか１点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
54,496

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ガラスの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）【6月分】
151,566

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(5月広域分)
36,820

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（６月分）
4,861

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（６月分）
11,688

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(６月分)
1,031,184

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備に係る経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：６月分
165,240

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：６月分
69,660

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（６月分）
2

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（６月分）
2,952

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（６月分）
5,950

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：６月分
98,400

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：６月分
18,200

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（６月分）
1,080

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（６月分）
300

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（6月分）
56,328

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（6月分）
362,551

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム板ほか１９点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
262,850

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ｆ)購入経費の支出について(6月分)
720,606

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（6月分）
392,813

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 上質紙（運転日誌印刷用）購入の経費支出について
6,264

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（6月分）
128,703

環境局 南部環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（6月分）
102,183

環境局 東南環境事業センター 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯機（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について
60,264

環境局 東南環境事業センター 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 洗濯機（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について
7,344

環境局 東南環境事業センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
883,872

環境局 東南環境事業センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
732,384

環境局 東南環境事業センター 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用７月分）の支出について
1,170,758

環境局 東南環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用５月分）口座振替不能分の支出について
1,060

環境局 東南環境事業センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用６月分）の支出について
9,250

環境局 東南環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張交通費（安全運転管理者等講習会用）の支出について
300

環境局 東南環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高圧ホース（高圧洗浄機用）購入経費の支出について
17,280

環境局 東南環境事業センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
2,184

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行管理システム用機器一式長期借入経費の支出について（５月分）
147,204

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 クリップボードほか３２点の購入経費の支出について（減量指導事務用）
191,160

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 特定建築物に対する立入結果書の印刷経費の支出について（減量指導事務用）
98,755

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 特定建築物減量計画書提出督促用郵便切手の購入経費の支出について（事務連絡用）
40,508
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環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定建築物減量啓発用リーフレットデザイン業務委託経費の支出について（減量指導事務用）
78,840

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用インクカートリッジほか５点の購入について
57,402

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ごみ搬入票（3連A）ほか1点印刷業務契約の実施及び同経費の支出について（６月分）
95,472

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（業者指導用　６月分）
13,598

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その５（概算契約）の実施及び同経費の支出について（業者指導用　５月分）
24,300

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）（６月分）
151,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その５（概算契約）の実施及び同経費の支出について（業者指導用　５月分）
379,803

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（業者指導用　６月分）
326,563

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年６月分）
7,830

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行管理システム用機器一式長期借入経費の支出について（６月分）
147,204

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年６月分）
4,730

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定建築物管理システム保守業務委託料の支出について（維持管理用）【６月分】
36,180

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 事業系ごみの減量推進に関するセミナーの実施にかかる企画運営業務委託事業者選定委員会の委員報酬等の支出について（平成26年7月2日開催分）
17,365

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 特定建築物立入検査通知用郵便切手の購入経費の支出について（事務連絡用）
46,248

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
37,792

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２６年度資源ごみ処理業務委託（概算契約　４～６月分）の実施及び同経費の支出について（４月分）
2,407,070

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
64,715

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等／４～６月分）
15,330

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 ＦＡＸ使用経費（工場振替連絡用）の支出について（５ー６月分）
972

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南２号）の修理費用の支出について
19,839

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（住之江１号）の修理費用の支出について
260,614

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（舞洲２号）の修理費用の支出について
58,428

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（舞洲２号）の修理費用の支出について
12,603

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
1,090,989

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
5,440,430

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 携帯用箸購入経費の支出について（紙パック回収事業用）
19,440

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 淀川区リサイクル工作教室（平成26年6月12日淀川図書館）講師謝礼金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 接着剤ほか１４点購入経費の支出について（中継地運営用）
105,159

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員用名刺型名札入れほか１点購入経費の支出について
394,956

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（５月分）の支出について
625,255

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南１号）の修理費用の支出について
78,580

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ショベルローダー用バックミラー購入経費の支出について（中継地運営管理用）
7,020

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その２）費用の支出について（６月分）
5,940

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その２）費用の支出について（６月分）
53,460

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用市営交通回数カード購入経費の支出について
90,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(資源物持ち去りに関する他都市調査）
61,240

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　損害保険料 市民見学会用傷害保険料の支出について（７・８月実施分）
11,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（平成26年度大都市清掃事業協議会　減量化・資源化担当課長会議用）
89,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 舞洲容器包装プラスチック中継施設運営用重量シャッター開閉器取替修繕費の支出について
499,392

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（西南２号）の修理費用の支出について
302,799

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その３）費用の支出について（６月分）
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成26年6月分）
31,010

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（６月分）の支給について
4,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（６月分）の支給について
1,080

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（６月分）の支給について
380

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
9,925

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
2,055

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（６月分）
24,300
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環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（６月分）
40,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
6,459

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定家庭用機器廃棄物等の再商品化義務委託経費の支出について（６月分）（廃家電再商品化事業用）
344,321

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用区民まつり（住之江区）会費の支出について
20,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地運営用ショベルローダータイヤ費用の支出について
201,776

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地運営用ソケットほか１点の購入経費の支出について
9,502

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（平野２号）の修理費用の支出について
154,332

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（鶴見資源１号）の修理費用の支出について
38,880

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
5,425,299

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
1,110,791

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
4,958,895

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
5,092,862

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
4,987,474

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
7,432,440

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
6,435,459

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
8,139,241

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
7,443,373

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
10,716,158

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる６月分費用の支出について（資源化事業用）
7,345,585

環境局 施設管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スチール製フェンスほか１点の買入経費の支出について（工場跡地管理用）
327,186

環境局 施設管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設の電気料金にかかる経費の支出について（施設維持管理用　５月分）
3,520,874

環境局 施設管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２６年度大正工場作業服洗濯業務委託経費の支出について（職員衛生用・５月分）
540

環境局 施設管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設のガス料金にかかる経費の支出について（施設維持管理用　６月分）
18,634

環境局 施設管理課 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 （焼却処分事業用）環境省との打合せにかかる管外出張交通費の支出について
27,570

環境局 施設管理課 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 （焼却処分事業用）平成26年度鳥取環境大学特別企画シンポジウムについての管外出張交通費の支出について
27,240

環境局 施設管理課 平成26年07月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西淀川屋内プール　第１種圧力容器性能点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
356,400

環境局 施設管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消火器１ほか６点買入経費の支出について（処分地管理用）
270,368

環境局 施設管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北港事務所　ボイラ保守点検業務委託経費の支出について（処分地管理用）
140,184

環境局 施設管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 レーザー距離計の買入経費の支出について（施設維持管理用）
44,172

環境局 施設管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　６月分）
962,539

環境局 施設管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場の水道料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　５月分）
319,339

環境局 施設管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　６月分）
1,376,967

環境局 施設管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 此花総合センタービル簡易専用水道検査書類検査料（施設維持管理用）
3,240

環境局 施設管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 搬入券の印刷経費の支出について（施設維持管理用）
49,680

環境局 施設管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 大正工場焼却残滓運搬処分業務委託費用の支出について（残滓陸送用）
54,000

環境局 施設管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 近畿ボイラー・タービン主任技術者会会費の支出について（焼却工場維持管理用）
140,000

環境局 施設管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 オイルの買入経費の支出について（設備維持管理用）
12,960

環境局 施設管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 此花総合センタービル　雨水用排水水中ポンプ買入経費の支出について（施設維持管理用）
127,440

環境局 施設管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 北港事務所　ホイールローダ用部品ツースほか１１点購入経費の支出について（処分地管理用）
389,543

環境局 施設管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 森之宮管路輸送の電気使用量にかかる経費の支出について（施設維持管理用　６月分）
383

環境局 施設管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 焼却工場小型車両系建設機械修繕経費の支出について（焼却工場展開検査用）
1,356,480

環境局 施設管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 空調機（事務所用）の修繕経費の支出について（施設維持管理用）
42,066

環境局 施設管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 北港事務所　ＦＡＸ料金経費の支出について（平成２６年度６月分・処分地管理用）
6,566

環境局 施設管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 北港事務所　電話料金経費の支出について（平成２６年度６月分・処分地管理用）
4,779

環境局 施設管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　６月分）
824,454

環境局 施設管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 温水ボイラー（浴室用）の修繕経費の支出について（施設維持管理用）
9,763

環境局 施設管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チャート紙ほか１点買入経費の支出について（処分地管理用）
67,068

環境局 施設管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 大正工場　LPガス使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　６月分）
2,557
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環境局 施設管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地南地区第１区巡回警備業務委託経費の支出について（６月分・処分地管理用）
154,479

環境局 施設管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局北港事務所機械警備業務委託　長期継続経費の支出について（処分地管理用・平成２６年度６月分）
18,360

環境局 施設管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大正工場エレベータ保守業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
180,792

環境局 施設管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度かせいソーダ（北港事務所）上半期概算買入経費の支出について（処分地管理用・６月分）
204,610

環境局 施設管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルコール検知器の買入経費の支出について（施設維持管理用）
71,820

環境局 施設管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルコール検知器の買入経費の支出について（施設維持管理用）
10,260

環境局 施設管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 リフレうりわり機械警備用　通信費の支出について（６月分）
4,254

環境局 施設管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託（概算契約）経費の支出について（６月分）（施設維持管理用）
188,481

環境局 施設管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地廃棄物埋立処分業務委託経費の支出について（６月分・処分地管理用）
12,671,416

環境局 施設管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却残滓の大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入処分料金の支払いについて（平成２６年度６月分・八尾工場）
6,317,028

環境局 施設管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費の支出について（６月分）（施設維持管理用）
464,400

環境局 施設管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラム（大阪港振興）の電気使用料金にかかる経費の支出について（４月～６月分）（施設維持管理用）
105,000

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 東日本大震災により生じた廃棄物の広域処理に関する雑誌掲載に係る法律相談料の支出について（工場維持管理用）
15,749

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エンジンオイル（２００Ｌ）ほか３点購入経費の支出について（処分地管理用）
197,424

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ファクシミリ機器使用料の支出について（第１四半期分）
10,689

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ポリ硫酸第２鉄（北港事務所）上半期概算買入経費の支出について（処分地管理用・６月分）
186,543

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バックホゥ用部品買入経費の支出について（処分地管理用）
37,567

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 処分地管理用　北港事務所プロパンガス使用料の支出について（平成２６年度６月分）
29,160

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　北港処分地北地区浸出水送水ポンプ電気使用料の支出について（６月分）
20,438

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　工業用水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　７月分）
3,873,147

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度６月分北港処分地北地区浸出水下水道放流分下水道使用料の支出について（処分地管理用）
589,377

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２６年度北港処分地南地区電気使用料の支出について（６月分）
2,188,599

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　６月分）
16,899,894

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 西淀工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（６月分）
3,089,387

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 八尾工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（６月分）
1,209,627

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 北港事務所　ＦＡＸ料金経費の支出について（平成２６年度６月分・処分地管理用・（市外・県外））
8

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 舞洲工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（４～６月分）
4,024,268

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度東淀工場用地賃借料の支出について（焼却工場維持管理用　４～６月分　１／２分）
2,985,859

環境局 施設管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度東淀工場用地賃借料の支出について（焼却工場維持管理用　４～６月分　１／２分）
2,985,860

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩酸（西淀工場ほか６か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　6月分）
269,816

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化カルシウム（平野工場ほか２か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　6月分）
1,399,053

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 尿素（西淀工場ほか２か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　6月分）
3,210,212

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸（住之江工場ほか２か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　6月分）
293,343

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸ばんど（平野工場ほか６か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　6月分）
972,760

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化第二鉄液（西淀工場ほか７か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　６月分）
1,025,460

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンモニア水（西淀工場ほか４か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用・6月分）
2,897,532

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,000

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　揮発油第１四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・６月分）
58,924

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所分　軽油　第１四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・平成２６年度６月分）
976,512

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 鶴見工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　６月分）
867,240

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場ほか１箇所で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　６月分）
2,300,932

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　６月分）
15,573,900

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 西淀工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　６月分）
3,635,750

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 東淀工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　６月分）
634,980

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 舞洲工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　６月分）
28,773,380

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
5,120

環境局 施設管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
300

環境局 施設管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍買入経費の支出について（日本建設機械施工協会）
8,520



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

環境局 施設管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用固定電話料金の支出について（大正工場・７月分）
2,160

環境局 施設管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
325

環境局 施設管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（６月分）
21,590

環境局 施設管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（処分地管理用）第１四半期分
1,549

環境局 施設管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 住之江工場の電気使用料金に係る経費の支出について（施設維持管理用　６月契約電力超過分）
791,416

環境局 施設管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　西淀川屋内プールエレベータ保守点検業務委託料の支出について（４月～６月分）施設維持管理用
184,680

環境局 施設管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託経費の支出について（４月～６月分）施設維持管理用
767,880

環境局 施設管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大正工場薬品貯槽清掃業務委託経費の支出について（閉鎖作業用）
885,600

環境局 建設企画課 平成26年07月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 旅費　普通旅費 鳥取環境大学特別企画シンポジウムに係る管外出張経費の支出について（焼却工場跡地等管理用）
27,240

環境局 建設企画課 平成26年07月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
7,480

環境局 建設企画課 平成26年07月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　手数料 森之宮第2団地一般廃棄物保管施設の設置に伴う計画通知及び許認可申請手数料の支出について（森之宮管路輸送代替施設設置用）
282,000

環境局 建設企画課 平成26年07月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　市営交通回数カードの購入経費の支出について
90,000

環境局 建設企画課 平成26年07月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 森之宮２丁目地内輸送管撤去設計業務委託（その２）における前払金の支出について（管路輸送施設の代替設備設置用）
1,416,480

環境局 建設企画課 平成26年07月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 森之宮２丁目地内輸送管撤去設計業務委託（その２）における前払金の支出について（管路輸送施設の代替設備設置用）
1,073,520

環境局 建設企画課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
3,129

環境局 建設企画課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
3,306

環境局 建設企画課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　モノクロデジタル複合機使用料の支出について（第１四半期分）
53,572

環境局 西淀工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
9,816

環境局 西淀工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
7,621

環境局 西淀工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
4,247

環境局 西淀工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（５月分）
2,666,520

環境局 西淀工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,702

環境局 西淀工場 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グレーチングの購入経費の支出について（施設維持管理用）
327,240

環境局 西淀工場 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（5月分）の支出について（事務連絡用）
14,270

環境局 西淀工場 平成26年07月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 環境局西淀工場　揮発油のカード利用手数料の支出について（公車維持管理用）
100

環境局 西淀工場 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 変換器（＃１）ほか２点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
247,320

環境局 西淀工場 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スケール分散剤の購入経費の支出について（施設維持管理用）
241,920

環境局 西淀工場 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バタフライ弁ほか８点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
203,169

環境局 西淀工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防疫用殺虫剤ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
1,020,600

環境局 西淀工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印の作成に係る経費の支出について（一般事務用）
518

環境局 西淀工場 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　西淀工場エレベータ保守業務委託料の支出について（焼却工場維持管理用）（４月～６月分）
386,208

環境局 西淀工場 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 西淀工場　作業服洗濯代の支払いについて（廃棄物処理事業用　６月分）
16,167

環境局 西淀工場 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 空冷式チラーユニット保守点検業務委託の経費の支出について（施設維持管理用）
129,600

環境局 西淀工場 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポリ袋ほか２点の購入経費の支出について（庁舎管理用）
55,166

環境局 西淀工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油スタンド給油代（5月分）の支出について（公用車維持管理用）
5,404

環境局 西淀工場 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱酸素剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
680,400

環境局 西淀工場 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 家庭用殺虫剤（♯１）ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
24,948

環境局 西淀工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（6月分）の支出について（事務連絡用）
10,750

環境局 西淀工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
4,399

環境局 西淀工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 空調機ＡＣ－７修繕経費の支出について（施設維持管理用）
118,800

環境局 西淀工場 平成26年07月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 西淀工場１号炉ボイラ設備ほか緊急補修工事経費の支出について（設備維持管理用）
9,288,000

環境局 西淀工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・６月分）
1,729,425

環境局 西淀工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 インバーター（＃１）ほか５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
730,080

環境局 西淀工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・６月分）
1,522,584

環境局 西淀工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・６月分）
369,593

環境局 西淀工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用高分子凝集剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
334,368

環境局 西淀工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・第１回分）
375,840

環境局 西淀工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消石灰（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・６月分）
2,327,356
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環境局 西淀工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（６月分）
888,840

環境局 平野工場 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラッカースプレーほか２点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
96,606

環境局 平野工場 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみクレーンバケット爪補強板購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
47,520

環境局 平野工場 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 標準Ｖプーリほか１点の購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
99,360

環境局 平野工場 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 積算資料ほか１点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
7,828

環境局 平野工場 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光灯購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
240,840

環境局 平野工場 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 キャリアローラほか１点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
184,198

環境局 平野工場 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電動ボール弁ほか１点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
558,144

環境局 平野工場 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 番線ほか７点の購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
125,690

環境局 平野工場 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機用自立スタンドの購入経費の支出について（工場施設維持管理用）
9,612

環境局 平野工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ソーダ（平野工場）上半期購入経費の支出について（排水処理用・６月分）
107,956

環境局 平野工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（平野工場）上半期購入経費の支出について（排ガス処理用・６月分）
1,451,147

環境局 平野工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナー回収ボトルほか１７点の購入経費の支出について（一般事務用）
36,154

環境局 平野工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グリースの購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
185,490

環境局 平野工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプ部品ほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
240,105

環境局 平野工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（平野工場）上半期購入経費の支出について（排ガス処理用・６月分）
7,263,129

環境局 平野工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 公用車の車検整備に係る経費の支出ついて（公用車維持管理用）
77,950

環境局 平野工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２６年度　作業用洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用・６月分）
28,398

環境局 平野工場 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高温用合金鋼ボルトほか１点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
33,480

環境局 平野工場 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　平野工場エレベータ保守業務委託（４～６月分）経費の支出について（焼却工場維持管理用）
894,240

環境局 平野工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
14,180

環境局 平野工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,641

環境局 平野工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料経費の支出について（一般事務用）第１四半期分
6,070

環境局 平野工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 平野工場エアラインマスクの修繕経費の支出について（焼却工場維持管理用）
149,040

環境局 平野工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（一般事務用・７月分）
97

環境局 住之江工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（住之江工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・5月分）
3,093,564

環境局 住之江工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（住之江工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・5月分））
224,305

環境局 住之江工場 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スポンジボール買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
621,000

環境局 住之江工場 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 吸込みフィルターエレメントほか３３点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,091,167

環境局 住之江工場 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（住之江工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・5月分）
612,765

環境局 住之江工場 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・５月分）
355,536

環境局 住之江工場 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルコール検知器買入経費の支出について（コンテナ輸送事業用）
11,880

環境局 住之江工場 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 事務用車車検（車両維持管理用）経費の支出について
51,628

環境局 住之江工場 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 事務用車車検（車両維持管理用）経費の支出について
1,100

環境局 住之江工場 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 事務用車車検（車両維持管理用）経費の支出について
5,000

環境局 住之江工場 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場作業服洗濯業務委託（概算契約）経費の支出について（廃棄物処理事業）
9,266

環境局 住之江工場 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度住之江工場エレベータ保守業務委託経費の支出について(第１四半期分・焼却工場維持管理用)
346,680

環境局 住之江工場 平成26年07月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場１号電気集塵機緊急修繕経費の支出について（施設整備用）
413,640

環境局 住之江工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（住之江工場）概算買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・６月分）
375,840

環境局 住之江工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁弁ほか４点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
233,280

環境局 住之江工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 伸縮管継手買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
257,040

環境局 住之江工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 保護メガネ買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
70,740

環境局 住之江工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について(一般事務用）　第１四半期分
5,390

環境局 住之江工場 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
1,640

環境局 住之江工場 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 無水亜硫酸ソーダの買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
68,850

環境局 住之江工場 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 レベルセンサー１ほか１点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
221,400

環境局 住之江工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ロータリーバルブ買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
642,600

環境局 住之江工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（住之江工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・６月分）
3,441,745
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環境局 住之江工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スチームトラップ１ほか８点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,270,620

環境局 住之江工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年6月分）
3,920

環境局 住之江工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 圧力計１ほか２点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
124,632

環境局 鶴見工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤買入経費の支出について（施設維持管理用・５月分）
437,335

環境局 鶴見工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消防用ホースほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
267,796

環境局 鶴見工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（第１四半期）買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）（５月分）
533,304

環境局 鶴見工場 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 殺虫剤ほか１２点の買入経費の支出について（庁舎管理用）
41,450

環境局 鶴見工場 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガス①ほか６点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
303,696

環境局 鶴見工場 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファイルほか14点の買入経費の支出について（一般事務用）
37,368

環境局 鶴見工場 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 デジタル電話交換機ほか３点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
167,400

環境局 鶴見工場 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（平成26年6月分職員安全衛生用）
22,555

環境局 鶴見工場 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度鶴見工場エレベータ保守業務委託経費の支出について（工場内設備安全管理用4月～6月）
382,320

環境局 鶴見工場 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 デジタル電話交換機ほか３点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,215,000

環境局 鶴見工場 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 鶴見工場プラットホーム屋上漏水修繕経費の支出について（焼却工場施設補修用）
178,200

環境局 鶴見工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ照明器具ほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
658,044

環境局 鶴見工場 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁弁ほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
210,060

環境局 鶴見工場 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
3,848

環境局 鶴見工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用　６月分）
7,776

環境局 鶴見工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
5,140

環境局 鶴見工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
350

環境局 鶴見工場 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 発電機ほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
21,168

環境局 鶴見工場 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 発電機ほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
373,680

環境局 鶴見工場 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 除草剤ほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
62,640

環境局 鶴見工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ買入経費の支出について（施設維持管理用・６月分）
2,568,780

環境局 鶴見工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤買入経費の支出について（施設維持管理用・６月分）
437,335

環境局 鶴見工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電話通話料金の支出について（7月請求分・一般事務用）
792

環境局 八尾工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ピトーセル流量計ほか１点の買入にかかる経費の支出について(施設維持管理用）
137,592

環境局 八尾工場 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 木材購入経費の支出について(施設維持管理用）
64,800

環境局 八尾工場 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成26年度　八尾工場における作業服洗濯業務委託の実施経費の支出について　（6月分）（廃棄物処理事業用）
32,967

環境局 八尾工場 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度八尾工場エレベータ保守業務委託の実施および同経費の支出について（第1四半期）（工場維持管理用）
388,800

環境局 八尾工場 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について(５月分)
11,430

環境局 八尾工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＨＥＰＡフィルターほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
231,336

環境局 八尾工場 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 空調機（＃１）ほか３点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
889,920

環境局 八尾工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
375

環境局 八尾工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
583

環境局 八尾工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油　第１四半期購入経費（廃棄物処理事業費）の支出について（６月分）
533,304

環境局 八尾工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
9,000

環境局 八尾工場 平成26年07月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 八尾工場2号炉給じん装置緊急修繕費の支出について（施設維持管理用）
788,400

環境局 八尾工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
3,318

環境局 舞洲工場 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ドレントラップほか６点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
171,936

環境局 舞洲工場 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプヘッドほか３点の購入経費の支出について（工場設備維持管理用）
325,080

環境局 舞洲工場 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（５月分）の経費の支出について（職員衛生用）
12,264

環境局 舞洲工場 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 竹箒ほか４点の購入にかかる経費の支出について（工場維持管理用ほか）
162,108

環境局 舞洲工場 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 超小型汎用調節器ほか２点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
202,618

環境局 舞洲工場 平成26年07月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 伸縮継手購入経費の支出について（施設維持管理用）
265,680

環境局 舞洲工場 平成26年07月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 高所作業車の運転に係る特別教育の受講経費の支出について（焼却工場運転管理用）
16,000

環境局 舞洲工場 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 耐摩耗性スラッジレス油圧作動油　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
97,200

環境局 舞洲工場 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゲージグラスほか２点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
291,340
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環境局 舞洲工場 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 信号変換器ほか１点購入経費の支出について（施設維持管理用）
134,460

環境局 舞洲工場 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 信号変換器ほか１点購入経費の支出について（施設維持管理用）
89,640

環境局 舞洲工場 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カードの買入経費の支出について（職員市内出張用）
15,000

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議用ほか市内出張交通費の支給について（平成２６年６月分）
8,220

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
2,332

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リレーボックス　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
85,320

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
4,233

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 普通作業用安全半長靴の購入経費の支出について（施設維持管理用）
74,304

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マグネットポンプ部品の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
327,240

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バルブコントロール　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
943,920

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 普通作業用安全半長靴の購入経費の支出について（施設維持管理用）
131,760

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ホイルローダー用作動油　購入経費の支出について（設備維持管理用）
13,500

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分　買入経費（公用車用）の支出について（平成２６年５月分）
6,722

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
1,720

環境局 舞洲工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年６月分）
100

環境局 舞洲工場 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 路面標示材ほか２点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
30,132

環境局 舞洲工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
12,179

環境局 舞洲工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 工業用ギヤー油ほか２点　購入経費の支出について（設備維持管理用）
24,300

環境局 舞洲工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 工業用ギヤー油ほか２点　購入経費の支出について（設備維持管理用）
162,000

環境局 舞洲工場 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 紫外線式スポット型炎感知器購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
1,267,920

環境局 舞洲工場 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 舞洲工場エレベータ保守業務委託契約にかかる経費の支出について（エレベータ保守用　平成２６年４月～平成２６年６月分）
1,056,240

環境局 舞洲工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤購入経費の支出について（施設維持管理用・６月分）
120,074

環境局 舞洲工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤購入経費の支出について（施設維持管理用・６月分）
1,060,009

環境局 舞洲工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ購入経費の支出について（施設維持管理用・６月分）
1,821,523

環境局 舞洲工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 変調器ほか１点の修繕経費の支出について（破砕設備維持管理用）
194,400

環境局 舞洲工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗煙排水ろ過塔用エアーリフト管の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
837,000

環境局 舞洲工場 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（6月分）の経費の支出について（職員衛生用）
29,779

環境局 東淀工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ラミネートフィルムほか５点の購入経費の支出について
22,131

環境局 東淀工場 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 等辺山形鋼（＃１）ほか１６点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
363,744

環境局 東淀工場 平成26年07月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 圧力計ほか３点（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用）
152,928

環境局 東淀工場 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 デジタルカメラほか２点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
27,604

環境局 東淀工場 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 テーブルリフトの購入経費の支出について（施設維持管理用）
261,360

環境局 東淀工場 平成26年07月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平座金（＃１）ほか７１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
189,118

環境局 東淀工場 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プロジェクター用交換ランプ（その１）ほか５点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
329,400

環境局 東淀工場 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グランドパッキンほか３点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
213,840

環境局 東淀工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スケール防止剤（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用・6月分）
434,160

環境局 東淀工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤（東淀工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・6月分）
195,523

環境局 東淀工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（東淀工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・6月分）
1,160,654

環境局 東淀工場 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（東淀工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・6月分）
1,409,900

環境局 東淀工場 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（６月分）
3,840

環境局 東淀工場 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
5,329

環境局 東淀工場 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（東淀工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・6月分）
592,099

環境局 東淀工場 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 職員衛生用　作業服洗濯業務委託にかかる代金の支出について（６月分）
18,322

環境局 東淀工場 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却工場維持管理用　東淀工場エレベータ保守業務委託料の支出について（４～６月分）
723,330

環境局 東淀工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワイヤーロープ（＃１）ほか７点の買入経費の支出について（施設維持管理用）
160,218

環境局 東淀工場 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 工場公用車用　給油専用カード利用分の支出について（６月請求分）
5,307

環境局 東淀工場 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベニヤ板（＃１）ほか２点の買入経費の支出について（施設維持管理用）
45,684

環境局 東淀工場 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 油圧ホースほか５点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
24,580
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環境局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 庶務用市内出張交通費（４月分）の支出について
560

環境局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ＮＨＫ放送受信料（災害対策用）の支出について
263,430

環境局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 椅子の購入について（庁舎管理用）
31,320

環境局 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－７）の支出について（渉外事故関係業務用）
17,270

環境局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 作業事故（２６－作２・平成２６年６月１０日発生）の損害賠償額の決定及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
5,184

環境局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用及び普及啓発用市内出張交通費（６月分）の支出について
5,340

環境局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用及び普及啓発用市内出張交通費（６月分）の支出について
2,000

環境局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 阿倍野合同庁舎水道料金（平成２６年６月分庁舎管理用）の支出について
1,620

環境局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード（事務連絡用）購入経費の支出について
90,000

環境局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード購入経費の支出について（一般事務用）
60,000

環境局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用平成26年6月分）
7,350

環境局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内パソコンに係るインターネット回線使用料の支出について（一般事務用　６月分）
160,954

環境局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用6月分）
457,318

環境局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用平成26年6月分）
1,525,734

環境局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用6月分）
124,200

環境局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用平成26年6月分）
437,529

環境局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用平成26年6月分）
224,828

環境局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－９）の支出について（渉外事故関係業務用）
35,730

環境局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－８）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,440,490

環境局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
10,000

環境局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,400

環境局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 負担金、補助及交付金　会費 普及啓発用「水都大阪2014チャレンジプログラム」ブース出展料の支出について
38,610

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　産経新聞
12,111

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　読売新聞
12,111

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　日経・毎日新聞
39,165

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務連絡用）の購入経費の支出について　朝日新聞
12,111

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成２６年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成26年6月分）
778,684

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 平成26年度　環境局産業廃棄物搬出処理業務委託（概算契約）（庁舎管理用）の支出について（第１四半期分）
180,406

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２６年６月分）
64,908

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成26年8月分）
20,642,148

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成26年8月分）
97,100

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成26年8月分）
54,000

環境局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成26年8月分）
178,200

環境局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機（市役所設置分）使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
1,163

環境局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（総務課設置分一般事務用）第１四半期分
7,098

環境局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機（12F設置分）使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
78,424

環境局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機（総務課設置分）使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
209,283

環境局 企画課 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 一般事務用トナーカートリッジ購入経費の支出について
32,400

環境局 企画課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成26年６月分）
3,750

環境局 企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 第５５回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員報酬の支出について
160,050

環境局 企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 第５５回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員旅費の支出について
6,600

環境局 企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分）
408

環境局 企画課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年６月分）
2,870

環境局 企画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
169,581

環境局 企画課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　筆耕翻訳料 第55回大阪市廃棄物減量等推進審議会用会議録作成料の支出について
33,048

環境局 企画課 平成26年07月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 一部事務組合情報ネットワークシステム維持業務の６月分の経費の支出について（一部事務組合設立準備用）
601,560

環境局 職員課 平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 瞬間冷却剤の購入及び同経費の支出について（安全衛生用）
149,688

環境局 職員課 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード購入経費の支出について（一般事務用）
90,000
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環境局 職員課 平成26年07月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　印刷製本費 安全啓発ポスターの印刷及び同経費の支出について（安全衛生用）
22,356

環境局 職員課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 「平成２６年度　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！Ｐｏｓｉｔｉｖｅ！研修【職場訪問研修・集合研修（前期）】」の講師に対する謝礼金の支出について（研修用）
361,980

環境局 職員課 平成26年07月18日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 音声認識ソフト購入経費の支出について（一般事務用）
25,380

環境局 職員課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　被服費 斎場接遇ズボン（夏用）の購入及び所要経費の支出について（斎場管理事業用）
110,160

環境局 職員課 平成26年07月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　被服費 斎場接遇シャツの購入及び所要経費の支出について（斎場管理事業用）
181,764

環境局 環境施策課 平成26年07月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　会費 環境対策用　地球環境関西フォーラム平成２６年度会費の支出について
300,000

環境局 環境施策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（大都市環境保全主管局長会議　外）
29,600

環境局 環境施策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（大都市環境保全主管局長会議）
28,900

環境局 環境施策課 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（４月分）
22,470

環境局 環境施策課 平成26年07月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 自動車リサイクル法関係事務用　郵便切手購入経費の支出について
60,966

環境局 環境施策課 平成26年07月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 負担金、補助及交付金　分担金 一般事務用　平成26年度　大阪　水・環境ソリューション機構事務局運営費用に関する分担金の支出について（第１回目）
1,750,000

環境局 環境施策課 平成26年07月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度　第2回大阪市再生可能エネルギー等導入推進基金事業評価委員会委員報酬等の支出について
32,010

環境局 環境施策課 平成26年07月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 旅費　費用弁償 平成26年度　第2回大阪市再生可能エネルギー等導入推進基金事業評価委員会委員報酬等の支出について
3,680

環境局 環境施策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 地球環境保全推進用　国際シンポジウム開催に伴う大阪国際交流センター利用経費の支出について
573,674

環境局 環境施策課 平成26年07月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(スマートコミュニティJapan2014)
29,160

環境局 環境施策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成26年度第１回関西広域環境保全計画担当者会議への出席経費の支出について
1,680

環境局 環境施策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（大都市環境保全主管局長会議）
38,680

環境局 環境施策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（大都市環境保全主管局長会議）
38,680

環境局 環境施策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 一般事務用　平成26年度　環境省地球温暖化対策研修に係る出張旅費の支出について
29,960

環境局 環境施策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　分担金 なにわエコ会議平成26年度大阪市分担金及びなにわエコ会議パートナー会費の支出について
2,604,000

環境局 環境施策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　会費 なにわエコ会議平成26年度大阪市分担金及びなにわエコ会議パートナー会費の支出について
10,000

環境局 環境施策課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について(６月分〔ＧＮＤ分含む〕)
27,854

環境局 環境施策課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 UNEP国際環境技術センター活動支援用　「気候変動と廃棄物に関する国際シンポジウム」来賓者等の施設見学にかかるバス借り上げ経費の支出について
58,410

環境局 環境施策課 平成26年07月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 UNEP国際環境技術センター活動支援用　国際シンポジウム海外招聘者宿泊施設経費の支出について
136,800

環境局 環境施策課 平成26年07月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について(６月分〔ＧＮＤ分含む〕)
4,920

環境局 環境施策課 平成26年07月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 関西電力株式会社第90回定時株主総会における代理人委任報酬の支出について
101,640

環境局 環境施策課 平成26年07月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 役務費　損害保険料 窒素酸化物対策推進事業用急速充電スタンドに係る動産保険料及び施設賠償保険料の支出について
68,150

環境局 環境施策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 平成26年度もと大阪市立環境学習センターの電話回線に係る経費の支出について（７月請求分）
14,443

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成用　平成26年度「マンション政策行政担当者連絡会議」等への出席にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年7月8日分）
28,900

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理用　住まい情報センタ―等建物に係る建物管理費（分担金）の支出について（平成26年7月分）
6,377,259

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市街地再開発促進協議会平成２６年度分担金負担の支出について
150,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成用　平成26年度大都市建築・住宅主管者会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年7月17日～18日分）
36,320

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　会費 民間住宅助成用　平成26年度大都市建築・住宅主管者会議出席に伴う会費の支出について（平成26年7月17～18日分）
6,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理費用　住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借上に係る使用料の支出について（平成26年6月分）
269,179

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費の支出について（平成26年6月分住宅政策グループ）
1,630

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費の支出について（平成26年6月分住宅政策グループ）
10,998

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費の支出について（平成26年6月分住宅政策グループ）
1,008

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費の支出について（平成26年6月分住宅政策グループ）
1,080

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 大阪市生きた建築ミュージアム推進有識者会議（専門会議）にかかる報償金の支出について
49,335

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　市内出張旅費（６月分）の支出について
12,632

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費の支出について（平成26年6月分住宅政策グループ）
4,930

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成26年6月分）
25,056

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅管理用　平成26年度大阪市立住まい情報センター管理運営業務年度協定に基づく業務代行料の支出について（第2四半期分）
50,786,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（６月分）
2,620

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（６月分）
300

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（６月分）
1,040

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（６月分）
10,326

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　広告料 大阪市ハウジングデザイン賞地下鉄駅構内・ポスター掲出にかかる支出について
47,520
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都市整備局 住宅政策課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市マンション管理支援機構への分担金の支出について
5,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理用　住まい情報センター等建物の共用部分・都市整備局専用部分に係る計画修繕費（分担金）の支出について（平成26年度分第２回目）
13,269,277

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（６月分）
480

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（６月分）
1,440

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（６月分）
2,020

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（６月分）
28,814

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（６月分）の支出について
90,820

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 平成26年版 基本建築関係法令集［法令編］外６点に係る図書購入経費の支出について
58,250

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-10）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-9）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-4）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-21）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-22）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-6）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-7）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-13）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成26年度　耐震診断義務付け対象建築物に関する調査票の返送に係る後納料金の支出について（6月分)
301

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 ハウジングデザイン賞に係る推薦はがき料金受取人払い郵便料（６月分）の支出について
8,308

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（6月分）
18,595

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成用　平成26年度住宅生産行政所管担当者会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年8月1日分）
29,640

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度事務用帳票「［Ａ］新婚世帯家賃補助金請求書」ほか６点印刷の支出について（第１回納品分）
271,220

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）に係る郵便料の支出について（平成２６年６月分）
462,152

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかるデータ入力業務委託（単価契約）の支出について（６月分）
354,228

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（６月分）
601,254

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかる電算処理業務委託の支出について（６月分）
4,872,484

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（６月分）
6,480,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（6月分）
124,461

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（６月１２日実施分）
32,760

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用カラーコピー用紙外１点の買入にかかる経費の支出について
5,724

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（６月分）
11,062

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（６月分）
17,191

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（６月２６日実施分）
21,780

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（６月分）
11,068

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（６月分）
22,143

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（6月分）
1,576

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（6月分）
26,208

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　印刷製本費 「大阪市民間老朽住宅建替支援事業パンフレット」印刷の支出について
199,476

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（6月分）
16,778

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（6月分）
39,875

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その２）の経費の支出について（５月分）
2,548,520

都市整備局 住環境整備課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その２）の経費の支出について（５月分）
4,115,080

都市整備局 区画整理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度放出駅前自由通路清掃業務委託の支出について（５月分）
175,280

都市整備局 区画整理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 土地区画整理事業用市内出張交通費の支出について（4月追加分・5月分）
6,140

都市整備局 区画整理課 平成26年07月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度用地事務職員初級研修にかかる受講料の支出について
5,000

都市整備局 区画整理課 平成26年07月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
386,099

都市整備局 区画整理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業における整地工事に伴う土地の賃貸借料の支出について
658,800

都市整備局 区画整理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用　長吉東部地区ブロック２９整地工事にかかる完成金の支払いについて
10,959,850

都市整備局 区画整理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用　長吉東部地区ブロック２９整地工事にかかる完成金の支払いについて
877,310
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都市整備局 区画整理課 平成26年07月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旧長吉東部土地区画整理事務所用地使用料の支出について（6月分）
475,354

都市整備局 区画整理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
960

都市整備局 区画整理課 平成26年07月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
13,166

都市整備局 区画整理課 平成26年07月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部地区詰所電気料金の支出について（６月分）
1,582

都市整備局 区画整理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
760

都市整備局 区画整理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
7,508

都市整備局 区画整理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部地区街灯電気料金の支出について（６月分）
62,315

都市整備局 区画整理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（５月分）
91,583

都市整備局 区画整理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（5月分）
8,210

都市整備局 区画整理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（６月分）
83,700

都市整備局 区画整理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）の借入代金の支出について（６月分）
22,680

都市整備局 区画整理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
480

都市整備局 区画整理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
46,842

都市整備局 区画整理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（６月分）
1,688

都市整備局 区画整理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（６月分）
25,039

都市整備局 区画整理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用平成22年度測量計算CADシステム借入にかかる使用料の支出について(第1四半期分)
371,757

都市整備局 区画整理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用平成21年度測量計算CADシステム借入にかかる使用料の支出について(第1四半期分)
703,885

都市整備局 区画整理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（6月分）
50,641

都市整備局 区画整理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成22年度普通自動車(バン)借入に係る船車賃借料の支出について(長期契約 平成26年度分)6月分
86,940

都市整備局 区画整理課 平成26年07月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁６月分）
66,615

都市整備局 区画整理課 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（事務所４月～６月分）
56,713

都市整備局 区画整理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校専門課程公共測量研修にかかるテキスト代の支出について（印刷物）
8,825

都市整備局 区画整理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校専門課程公共測量研修にかかるテキスト代の支出について（書籍）
3,000

都市整備局 区画整理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度放出駅前自由通路清掃業務委託の支出について（６月分）
155,035

都市整備局 区画整理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 区画整理事業用　平成２６年度長吉東部地区土地区画整理事業に伴うガス管路増径移設補償費及び工事委託料の支出について【長吉東部１号線（南北線　西側）】
756,500

都市整備局 区画整理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 区画整理事業用　平成２６年度長吉東部地区土地区画整理事業に伴うガス管路増径移設補償費及び工事委託料の支出について【長吉東部１号線（南北線　西側）】
4,287,000

都市整備局 生野南部事務所 平成26年07月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（６月分）
23,076

都市整備局 生野南部事務所 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用小口支払基金資金繰入金の支出について（６月分）
25,869

都市整備局 生野南部事務所 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅２・９･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（７月分）
81,471

都市整備局 生野南部事務所 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 生野区南部地区整備事業（C-2地区)生野東住宅第2期建設工事監理業務委託（第1回中間金）の支出について
2,032,000

都市整備局 生野南部事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張等交通費の支出について（６月分）
9,758

都市整備局 生野南部事務所 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（５・６月分）
4,403

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（前金払）
10,613,800

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う架空配線路移設補償金の支出について―３（前金払）
5,356,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（６月分）
53,585

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
374,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（4月1日～6月30日分）
3,050,550

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
1,040,275

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
5,814,150

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
2,017,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
642,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
257,125

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第１四半期分）
282,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
654,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
634,800

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
233,750

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
1,935,525

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
659,700
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都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第１四半期分）
163,275

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
411,425

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第1四半期分）
377,325

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
3,400,550

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
378,125

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（4月1日～6月30日分）
410,325

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第1四半期分）
5,048,175

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第１四半期分）
1,382,400

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
272,150

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（4月1日～6月30日分）
545,925

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第1四半期分）
93,750

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
913,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
1,189,600

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第1四半期分）
2,012,425

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（4月1日～6月30日分）
2,206,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（完了払）
3,562,450

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（4月1日～6月30日分）
115,800

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第１四半期分）
1,435,625

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（4月1日～6月30日分）
510,300

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
37,250

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における仮換地に残存地中杭が存することによる減価に対する損失補償の実施並びに同補償金の支出について
10,140,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
499,050

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
2,575,175

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
405,050

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
2,129,250

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
1,737,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（4月1日～6月30日分）
621,250

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
424,275

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第１四半期分）
385,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
498,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分）
24,194

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分）
800

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（６月分）
410

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（６月分）
590

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（６月分）
12,050

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（６月分）
34,204

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の臨時電灯における電気使用料の支出について（６月分）
9,828

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（６月分）
26,616

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う架空配線路移設補償金の支出について―２（前金払）
80,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路等地区画整理事務所にかかる電気代及びガス代の支出について（4～6月分）
160,165

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路等地区画整理事務所にかかる電気代及びガス代の支出について（4～6月分）
4,264

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（完了払）
10,613,800

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 土地区画整理事業用単管パイプ外４点の買入について
78,840

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(前金払）
40,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(前金払）
608,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
3,287,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（６月分）（納付書１通添付）
4,184

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（６月分）（納付書１通添付）
18,795
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都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
1,050,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
9,654

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,020

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
666

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,023

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付地となる土地の仮清算金の交付について
932,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（６月分）
776

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（６月分）
21,018

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（６月分）
75,375

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度三国東土地区画整理事務所機械警備業務委託長期継続の委託経費の支出について（４月～６月分）
43,740

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
4,059,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
448,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前払金）
12,015,100

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 再開発事業用市内出張旅費の支出について（平成２６年６月分）
2,020

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年07月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事業用市内出張旅費の支出について（平成２６年６月分）
19,928

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年07月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　光熱水費 あべのメディックス保留床電気料金の支出について（６月分）
655

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年07月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（８月分）
1,166,544

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年07月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（８月分）
480,290

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年07月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（８月分）
311,081

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年07月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（８月分）
149,438

都市整備局 建設課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 佃第２住宅１号館外２住宅移転用住戸整備工事費用の支出について（前払金）
3,870,000

都市整備局 建設課 平成26年07月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 浅香第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・前金)
2,550,000

都市整備局 建設課 平成26年07月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・後金）
501,700

都市整備局 建設課 平成26年07月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
661,500

都市整備局 建設課 平成26年07月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
215,200

都市整備局 建設課 平成26年07月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 建築積算システム用トナーカートリッジ外３点買入経費の支出について
73,494

都市整備局 建設課 平成26年07月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（６月分）南住吉関連電気料金の支出について
783

都市整備局 建設課 平成26年07月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 浅香第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
150,000

都市整備局 建設課 平成26年07月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
888,600

都市整備局 建設課 平成26年07月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 神崎橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,500,000

都市整備局 建設課 平成26年07月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
300,000

都市整備局 建設課 平成26年07月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 住吉住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
300,000

都市整備局 建設課 平成26年07月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 認定研修受講にかかる管外出張旅費の支出について（７月11日分）
8,920

都市整備局 建設課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浅香西住宅１号館ガス設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
7,191,450

都市整備局 建設課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浅香西住宅１号館昇降機設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
12,052,950

都市整備局 建設課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浅香西住宅１号館給水衛生設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
25,359,900

都市整備局 建設課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浅香西住宅１号館電気設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
24,537,660

都市整備局 建設課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浪速第６住宅１号館第２期住戸改善電気設備工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
24,490,000

都市整備局 建設課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 清水住宅１号館昇降路増築工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
22,540,000

都市整備局 建設課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 浅香西住宅１号館ケーブルテレビ導入分担金契約費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
108,000

都市整備局 建設課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年07月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 浅香第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,500,000

都市整備局 建設課 平成26年07月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 神崎橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,500,000

都市整備局 建設課 平成26年07月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 飛鳥住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・前金)
450,000

都市整備局 建設課 平成26年07月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
258,200

都市整備局 建設課 平成26年07月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 飛鳥住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(仮移転・前金)
1,500,000

都市整備局 建設課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
240

都市整備局 建設課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
47,940
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都市整備局 建設課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
20,464

都市整備局 建設課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（６月分）
73,760

都市整備局 建設課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 浅香西住宅1号館設備工事監理業務委託にかかる費用(完成金)の支出について(公営住宅建設事業)
496,800

都市整備局 建設課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について（公営住宅建設事業用）（６月分）
32,400

都市整備局 建設課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等借入経費の支出について（６月分）
5,292

都市整備局 建設課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（その２）（６月分）
26,784

都市整備局 建設課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（その２）（６月分）
15,120

都市整備局 建設課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 清水住宅１号館昇降路増築給水衛生設備工事―２（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,030,000

都市整備局 建設課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 伝法住宅１号館建設工事（平成２６年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
134,020,000

都市整備局 建設課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅１号館昇降機設備工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,450,000

都市整備局 建設課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 伝法住宅１号館建設工事（平成２６年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
165,980,000

都市整備局 建設課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（６月分）南住吉関連ガス料金の支出について
745

都市整備局 建設課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西宮原住宅１号館建設工事　設計業務委託１にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,420,000

都市整備局 建設課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
200,000

都市整備局 建設課 平成26年07月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(6月分)
23,844

都市整備局 建設課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成26年度営繕積算システムRIBC2講習会（春期）講習会の出張並びに同経費の支出について
28,900

都市整備局 建設課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(6月分)
34,883

都市整備局 建設課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 飛鳥住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
217,000

都市整備局 建設課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用問答式　借地・借家の実務　追録133号外２点買入経費の支出について
17,856

都市整備局 建設課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他91件防犯灯電気料金（６月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
121,221

都市整備局 建設課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事監理業務委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,344,000

都市整備局 建設課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 豊里第２住宅１８号館建設工事監理業務委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,337,000

都市整備局 建設課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（６月分）
4,390

都市整備局 建設課 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（６月分）
900

都市整備局 建設課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（６月分）
236,556

都市整備局 建設課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大和田第3住宅1号館建設工事監理業務委託費（第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,106,000

都市整備局 建設課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事　第2次設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
216,000

都市整備局 建設課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事　第2次設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
324,000

都市整備局 建設課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平林南第2住宅1・2号館耐震改修その他工事監理業務委託費（第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,865,000

都市整備局 建設課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東淡路第2住宅5号館耐震改修その他工事監理業務委託費（第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,715,000

都市整備局 建設課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（６月分）
3,748

都市整備局 建設課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 南江口第2住宅1･2号館耐震改修その他工事監理業務委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,291,000

都市整備局 建設課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 南津守第1住宅1･2号館耐震改修工事監理業務委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,062,000

都市整備局 建設課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島住宅14号館第2期建設工事監理業務委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,090,000

都市整備局 建設課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浪速第６住宅１号館第２期住戸改善給水衛生設備工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
25,410,000

都市整備局 建設課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 佃第２住宅１号館外２住宅移転用住戸整備設備工事費用の支出について（前払金）
1,770,000

都市整備局 建設課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 北加賀屋第５住宅１号館耐震改修工事の支出について（前払金）
17,310,000

都市整備局 建設課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 御崎住宅４・５・１０号館耐震改修その他工事の支出について（完成金）
31,045,480

都市整備局 建設課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 南津守第１住宅１・２号館耐震改修工事の支出について（前払金）
19,310,000

都市整備局 建設課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 御崎住宅４・５・１０号館耐震改修その他工事の支出について（完成金）
4,823,280

都市整備局 建設課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（７月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,620

都市整備局 建設課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西喜連第5住宅5号館建設工事監理業務委託費（第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,136,000

都市整備局 建設課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第1住宅6・7号館建設工事監理業務委託費(第１回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
2,810,000

都市整備局 建設課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 北陽住宅1～3号館耐震改修その他工事監理業務委託費(第１回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
3,019,000

都市整備局 建設課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 北加賀屋第5住宅1号館耐震改修工事監理業務委託費(第１回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
1,931,000

都市整備局 建設課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 瓜破東第３住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
350,000

都市整備局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮住宅15号館　電気代６月分の支出について（請求書１通）
282

都市整備局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃住宅12号館電気代　６月分の支出について（請求書1通）
383
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都市整備局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　６月分の支出について（請求書１通）
22,162

都市整備局 管理課 平成26年07月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第2住宅9号館電気代６月分の支出について（請求書５通）
1,943

都市整備局 管理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代６月分の支出について（請求書1通）
3,004

都市整備局 管理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西三国住宅1号館　電気代　６月分の支出について（請求書１通）
28,257

都市整備局 管理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用住吉住宅1号館6月分電気代の支出について
7,836

都市整備局 管理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃第２住宅電気代　６月分の支出について（請求書2通）
61,946

都市整備局 管理課 平成26年07月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用平野市町住宅３号館６月分の電気代の支出について
10,238

都市整備局 管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館6月分電気代の支出について
54,110

都市整備局 管理課 平成26年07月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館6月分電気代の支出について
72,432

都市整備局 管理課 平成26年07月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館6月分電気代の支出について
78,753

都市整備局 管理課 平成26年07月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅電気代　６月分の支出について（請求書１通）
21,722

都市整備局 管理課 平成26年07月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田横堤北住宅１号館　電気代６月分の支出について（請求書３通）
867

都市整備局 管理課 平成26年07月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第2住宅9号館電気代７月分の支出について（請求書５通）
127

都市整備局 管理課 平成26年07月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅６月分の電気代の支出について
15,441

都市整備局 管理課 平成26年07月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮住宅15号館　電気代７月分の支出について（請求書１通）
9

都市整備局 管理課 平成26年07月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代　６月分の支出について（請求書１通）
15,635

都市整備局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 住宅明渡訴訟事業用弁護士報酬の支出について（平成２６年４月分・５月分）
1,674,000

都市整備局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅明渡訴訟事業用訴訟印紙代（手数料）の支出について（平成２６年４月分・５月分）
299,675

都市整備局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　木川第3住宅1号館　電気代　６月分の支出について（請求書１通）
74,262

都市整備局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西宮原住宅屋外灯電気代　６月分の支出について（請求書７通）
3,418

都市整備局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅2号館他1件6月分電気代の支出について
33,041

都市整備局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　６月分の支出について（請求書1通）
4,749

都市整備局 管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件6月分電気代の支出について
20,244

都市整備局 管理課 平成26年07月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代６月分の支出について（請求書1通）
23,164

都市整備局 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（７月分）
86,000

都市整備局 管理課 平成26年07月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅電気代　６月分の支出について（請求書１通）
21,055

都市整備局 管理課 平成26年07月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　６月分の支出について（請求書５通）
42,283

都市整備局 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟６月分の電気代の支出について
10,844

都市整備局 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟６月分の電気代の支出について
593

都市整備局 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東住宅14号館６月分の電気代の支出について
90,689

都市整備局 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月6分電気代の支出について
57,766

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等16件）
1,674,000

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　４月分
50,071

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 債権差押命令申立に係る費用の支出について
98,454

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等16件）
1,200,000

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 債権差押命令申立に係る費用の支出について
44,000

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２６年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について　６月分
1,166

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅2・4・6号館電気代　６月分の支出について（請求書１通）
5,842

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　東淡路住宅　電気代６月分の支出について（請求書１通）
49,732

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅6月分電気代の支出について
82,803

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅７～１１号館電気代　６月分の支出について（請求書１通）
10,232

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅１５・１７号館６月分（その１）電気代の支出について
1,823

都市整備局 管理課 平成26年07月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅6月分電気代の支出について
21,225

都市整備局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　８月分
71,259

都市整備局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６～１２号館電気代　６月分の支出について（請求書１通）
14,875

都市整備局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅３８号館６月分電気代の支出について
27,124

都市整備局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅１５～１７号館６月分電気代の支出について（その２）
3,174

都市整備局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅電気代　６月分の支出について（請求書５通）
137,163
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都市整備局 管理課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　６月分の支出について（請求書２通）
33,917

都市整備局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第３住宅電気代　６月分の支出について（請求書２通）
12,599

都市整備局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅２号館６月分電気代の支出について
80,678

都市整備局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅１号館６月分電気代の支出について
82,500

都市整備局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代６月分の支出について（請求書１通）
11,463

都市整備局 管理課 平成26年07月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第３住宅１３号館６月分電気代の支出について
383

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　９号館　電気代　６月分の支出について（請求書１通）
24,956

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅　２１号館　電気代６月分の支出について（請求書２通）
55,262

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅９～１０号館　電気代６月分の支出について（請求書３通）
5,134

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　１０号館　電気代６月分の支出について（請求書１通）
34,141

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　８号館　電気代　６月分の支出について（請求書５通）
19,147

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅　電気代　６月分の支出について（請求書２通）
19,956

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　新生江住宅　　電気代　６月分の支出について（請求書１通）
11,909

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　７号館　電気代　６月分の支出について（請求書１通）
7,872

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　８号館　電気代６月分の支出について（請求書１通）
26,469

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅１１号館　電気代　６月分の支出について（請求書１通）
44,969

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浪速第5住宅3号館6月分電気代の支出について
8,704

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　９号館　電気代６月分の支出について（請求書１通）
32,310

都市整備局 管理課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　10号館　電気代６月分の支出について（請求書１通）
29,601

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について　６月分
105,371

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用公営住宅整備・管理の手引Ｑ＆Ａ（追録）の買入費用の支出について
40,734

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用住宅管理システムのコンピュータ専用回線使用料の支出について　６月分
426,600

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第２回）
288,921,000

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　８月分
267,219

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第２回）
1,134,000

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　飛鳥住宅　５号館　電気代　６月分の支出について（請求書２通）
15,226

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件6月分電気代の支出について
59,583

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島住宅14号館　電気６月分の支出について（請求書１通）
6,660

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他2件6月分電気代の支出について
56,398

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代６月分の支出について（請求書６通）
7,273

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅１～２号館　電気代６月分の支出について（請求書１通）
12,944

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館電気代６月分の支出について（請求書１通）
6,614

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用西喜連第５住宅１号館６月分電気代の支出について
48,964

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第２回）
3,489,000

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥住宅１～４号館　電気代６月分の支出について（請求書５通）
92,156

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥西住宅１～２号館　電気代６月分の支出について（請求書２通）
50,996

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅　　電気代６月分の支出について（請求書２通）
7,856

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅4・6~10号館、加島第2住宅1~2号館　電気代６月分の支出について（請求書１通）
37,670

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第２回）
1,414,000

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第２回）
949,225,000

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第２回）
95,616,000

都市整備局 管理課 平成26年07月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第２回）
2,448,000

都市整備局 管理課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟６月分の電気代の支出について
38,060

都市整備局 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成26年7月即決和解申立貼用印紙代の支出について
58,000

都市整備局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　５月分
380

都市整備局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　５月分
49,726

都市整備局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　6月分
94,219

都市整備局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　６月分
60,577
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都市整備局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用大阪市営住宅管理システム運用業務委託料の支出について（第２回目）
10,754,910

都市整備局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　７月分
502,442

都市整備局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　７月分
157,341

都市整備局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　７月分の支出について（請求書１通）
20,623

都市整備局 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃住宅12号館電気代　７月分の支出について（請求書1通）
381

都市整備局 保全整備課 平成26年07月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（５月分）
1,610

都市整備局 保全整備課 平成26年07月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（５月分）
32,407

都市整備局 保全整備課 平成26年07月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（５月分）
21,508

都市整備局 保全整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用  木場住宅10～13･15･17号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
14,390,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用 下新庄住宅1～6号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
20,480,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用 上新庄住宅屋外整備その他工事費の支払について（前払金）
5,300,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１０）費の支出について（第１回中間金）
2,440,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その４）費の支出について（第１回中間金）
17,580,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その５）費の支出について（第１回中間金）
32,690,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その６）費の支出について（第１回中間金）
24,400,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その３）費の支出について（第１回中間金）
34,470,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その９）費の支出について（第１回中間金）
1,020,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その７）費の支出について（第１回中間金）
30,530,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１）費の支出について（第１回中間金）
18,420,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その２）費の支出について（第１回中間金）
32,930,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その８）費の支出について（第１回中間金）
9,310,000

都市整備局 保全整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　遠里小野住宅1・2号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
21,770,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用建築申請手続マニュアル追録第６２号外１件の買入にかかる支出について
5,615

都市整備局 企画設計課 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用城東中学校第２期増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
243,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用長池小学校増築その他工事費の支出について（第３回中間金）
55,870,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用晴明丘小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
16,800,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用古市小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
12,310,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用豊里小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
16,010,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 平成26年度営繕積算システムRIBC2講習会（春期）講習会の出張並びに同経費の支出について
28,840

都市整備局 企画設計課 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用チェックリスト消防設備基準追録第１１８号～１２２号の買入にかかる支出について
10,735

都市整備局 企画設計課 平成26年07月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用緑中学校第2期増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,764,650

都市整備局 企画設計課 平成26年07月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用日東小学校冷房機械設備工事費の支出について（前払金）
2,840,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用南田辺小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
16,170,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用堀川小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
10,358,555

都市整備局 企画設計課 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用緑中学校第2期増築その他電気設備工事‐2費の支出について（完成金）
31,468,680

都市整備局 企画設計課 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用堀川小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
1,051,445

都市整備局 企画設計課 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用千本小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
12,680,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用大和川中学校外8校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
43,240,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用西淀中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
25,370,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月11日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　大浪住宅４号館・大浪保育所耐震改修工事費の支出について（前払金）
1,021,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　大浪住宅４号館・大浪保育所耐震改修工事費の支出について（前払金）
2,719,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月11日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用　此花消防署建設機械設備工事費の支出について（前払金）
19,110,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用啓発小学校・中島中学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
9,988,700

都市整備局 企画設計課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用高見小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
15,270,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用平野中学校外7校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
37,630,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用今津中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
17,360,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用豊崎小学校耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
3,986,500

都市整備局 企画設計課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用豊崎小学校耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
7,403,500
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都市整備局 企画設計課 平成26年07月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用啓発小学校・中島中学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
5,331,300

都市整備局 企画設計課 平成26年07月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 産業振興事業用　もと木津川工場アパート解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
370,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用緑中学校第2期増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
23,460,480

都市整備局 企画設計課 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用鯰江小学校増築その他工事費の支出について（一部完成金）
129,388,227

都市整備局 企画設計課 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用友渕小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
12,910,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用御幣島小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
15,440,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用大淀小学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
13,594,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用高倉小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
19,190,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用市岡小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
9,950,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用豊崎本庄小学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
18,010,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用大淀小学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
3,946,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほかマイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２６年６月分）
19,343

都市整備局 企画設計課 平成26年07月15日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用　愛珠幼稚園園舎耐震改修その他設備工事設計業務委託費－２の支出について（完了金）
313,200

都市整備局 企画設計課 平成26年07月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほかマイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２６年６月分）
27,853

都市整備局 企画設計課 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用市内出張交通費（平成２６年４月分）の再支出について
1,620

都市整備局 企画設計課 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用緑中学校第２期増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
524,880

都市整備局 企画設計課 平成26年07月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 平成26年度営繕積算システムRIBC2講習会（春期）講習会の出張並びに同経費の支出について
28,180

都市整備局 企画設計課 平成26年07月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動物園大型ネコ舎新築設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
156,600

都市整備局 企画設計課 平成26年07月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　天王寺動物園大型ネコ舎新築電気設備工事費の支出について（完成金）
4,088,590

都市整備局 企画設計課 平成26年07月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　天王寺動物園大型ネコ舎新築機械設備工事費の支出について（完成金）
4,598,531

都市整備局 企画設計課 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用長吉小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
17,500,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用山之内小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
17,130,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用新森小路小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
18,570,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用巽中学校外9校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
37,700,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用天王寺中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
25,220,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用玉津中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
18,920,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（５月分）の支出について
8,716

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（５月分）の支出について
504

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,382,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他電気設備工事費の支出について（前払金）
56,726,600

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
201,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他電気設備工事費の支出について（前払金）
7,313,400

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（５月分）の支出について
3,634

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（５月分）の支出について
195,595

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用すみれ小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
18,030,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用都島中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
23,570,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用真住中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
22,170,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用田辺中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
25,280,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用城東中学校増築その他工事設計業務委託-３費の支出について（完了金）
393,120

都市整備局 企画設計課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用緑中学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,278,720

都市整備局 企画設計課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用長居小学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
9,030,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用旭東中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
23,420,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用田島中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
7,865,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用長居小学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
3,060,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用田島中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
5,945,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用柴島中学校外7校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
35,960,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用三国中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
27,200,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用大正中央中学校外7校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
32,180,000
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都市整備局 企画設計課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,892,200

都市整備局 企画設計課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
166,800

都市整備局 企画設計課 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用新高小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
17,760,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用菅原小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
19,870,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用野田小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
15,980,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 平成２６年度第３回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
49,965

都市整備局 企画設計課 平成26年07月23日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,708,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
222,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用建築設備設計・施工便覧追録第８０号の買入にかかる支出について
5,080

都市整備局 企画設計課 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用鯰江小学校増築その他機械設備工事費の支出について(一部完成金）
15,909,834

都市整備局 企画設計課 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用中央小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
15,940,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用花乃井中学校外2校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
12,520,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用東中川小学校冷房機械設備工事費の支出について（前払金）
3,770,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用複写機経費（６月分）の支出について
162,265

都市整備局 企画設計課 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用豊仁小学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,730,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用中野中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
3,023,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用鴫野小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
16,020,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用住吉川小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
12,630,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用勝山小学校耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
15,428,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用勝山小学校耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
3,922,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用諏訪小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,066,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用緑中学校第２期増築その他工事費の支出について（完成金）
119,706,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用諏訪小学校増築その他工事費の支出について（第２回中間金）
35,240,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用三軒家東小学校第２期増築その他工事費の支出について（第１回中間金）
11,000,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用相生中学校増築その他工事費の支出について（第１回中間金）
20,310,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用成育小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
15,430,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用巽南小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
4,510,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用此花中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
22,310,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用加賀屋中学校便所改修その他工事費の支出について（前払金）
6,666,400

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用加賀屋中学校便所改修その他工事費の支出について（前払金）
6,153,600

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用八阪中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
24,870,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用巽南小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
17,900,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用東淀中学校便所改修工事費の支出について（前払金）
7,810,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
3,412,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用泉尾東小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
16,390,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用野中小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
6,930,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用上町中学校外３校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
7,860,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用片江小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
14,360,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用高殿小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
15,770,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用巽中学校外9校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
19,510,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用豊崎中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
37,570,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用横堤小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
17,150,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用天王寺中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
12,550,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用成南中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
19,820,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用加美南中学校便所改修その他工事費の支出について（前払金）
2,302,800

都市整備局 企画設計課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用加美南中学校便所改修その他工事費の支出について（前払金）
9,817,200

都市整備局 企画設計課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用瑞光中学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
2,870,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用東我孫子中学校便所改修その他工事費の支出について（前払金）
7,110,400
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都市整備局 企画設計課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用東我孫子中学校便所改修その他工事費の支出について（前払金）
3,999,600

都市整備局 企画設計課 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用佃小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
13,000,000

都市整備局 企画設計課 平成26年07月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用放出中学校外6校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
16,450,000

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成26年07月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 ファシリティマネジメントにおける保全計画に関する調査のための出張並びに旅費の支出について
56,480

都市整備局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その４）にかかる支出について（第２四半期分）
5,999,914

都市整備局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その３）にかかる支出について（第２四半期分）
5,999,914

都市整備局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務（発注関係補助業務）委託にかかる支出について（第２四半期分）
30,805,714

都市整備局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成26年6月分）
6,264

都市整備局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成26年6月分）
50,004

都市整備局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年５月分）の支出について
2,156

都市整備局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年５月分）の支出について
28,917

都市整備局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 苗代小学校直結給水化改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
3,220,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美東小学校給食室改修機械設備工事費の支出について（第1回工事前払金）
1,130,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その１）にかかる支出について（第２四半期分）
7,830,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 常盤小学校給食室改修その他機械設備工事費の支出について（第1回工事前払金）
3,650,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 総合生涯学習センター改修工事の支出について（第１回工事前払金）
1,430,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 桜宮高等学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（第1回工事前払金）
7,010,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテーションセンター空調設備改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
10,520,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべの市税事務所消防設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
100,224

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 平成26年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（6月分）
8,640

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 北区役所外戸籍情報システム等改修設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
857,628

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 北区役所外住民基本台帳システム等改修設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,647,216

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 都島区役所外戸籍情報システム等改修設備工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,369,764

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 此花区役所外住民基本台帳システム等改修設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
830,628

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 此花区役所外戸籍情報システム等改修設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,125,360

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 都島区役所外住民基本台帳システム等改修設備工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,369,764

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 阿倍野区役所外住民基本台帳システム等改修設備工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,202,580

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 阿倍野区役所外戸籍情報システム等改修設備工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
981,396

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 生野区民センター外壁改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,873,476

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 大淀コミュニティセンター外壁改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
759,348

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 西成区民センター外柵改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
331,668

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 上之宮出張所電気設備その他改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
123,228

都市整備局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西船場小学校給食室改修その他衛生設備工事費の支出について（第１回前払金）
920,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成２６年６月分）
38,830

都市整備局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成２６年６月分）
12,975

都市整備局 施設整備課 平成26年07月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連北小学校理科室床改修工事費の支出について（第１回工事前払金）
1,980,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 淡路中学校直結給水化改修その他衛生設備工事費の支出について（第１回工事前払金）
5,619,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 淡路中学校直結給水化改修その他衛生設備工事費の支出について（第１回工事前払金）
1,351,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 常盤小学校給食室改修その他電気設備工事費の支出について（第１回工事前払金）
1,840,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見南小学校給食室改修機械設備工事費の支出について（第１回工事前払金）
1,220,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 汎愛高等学校耐震改修その他工事費の支出について（第１回工事前払金）
50,340,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 汎愛高等学校耐震改修その他工事費の支出について（第１回工事前払金）
9,770,000

都市整備局 施設整備課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について（平成26年6月分）
93,508

都市整備局 施設整備課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（平成26年6月分）
48,137

都市整備局 施設整備課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（８月分）
533,168

都市整備局 施設整備課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（８月分）
143,758

都市整備局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
96,466
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都市整備局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（５月分）
1,080

都市整備局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（５月分）
14,147

都市整備局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（５月分）
6,998

都市整備局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（５月分）
13,996

都市整備局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（５月分）
13,996

都市整備局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（５月分）
6,096

都市整備局 総務課 平成26年07月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等ダンボール箱の買入費用の支出について
20,412

都市整備局 総務課 平成26年07月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等ダンボール箱の買入費用の支出について
7,560

都市整備局 総務課 平成26年07月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等ダンボール箱の買入費用の支出について
3,780

都市整備局 総務課 平成26年07月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等ダンボール箱の買入費用の支出について
3,780

都市整備局 総務課 平成26年07月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等ダンボール箱の買入費用の支出について
3,780

都市整備局 総務課 平成26年07月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等ダンボール箱の買入費用の支出について
6,048

都市整備局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅総務用　管外出張旅費の支出について（平成２６年７月１７日～１８日分）
36,320

都市整備局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校住宅管理研修受講に係るテキスト代の支出について
35,410

都市整備局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　特別旅費 国土交通大学校建築工事監理マネジメント研修受講に係る出張旅費の支出について
46,090

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
1,447

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
387

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度大都市建築・住宅主管者会議開催に伴う経費の支出について
6,000

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
16,402

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
9,280

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
14,429

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
4,000

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
19,036

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
480

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
5,940

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
8,054

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
3,223

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
4,695

都市整備局 総務課 平成26年07月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)
14,000

都市整備局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出経費について（７月分）
298,750

都市整備局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル修繕積立金の支出経費について（７月分）
151,076

都市整備局 総務課 平成26年07月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 地方公共団体契約実務の要点　追録第６２号～第６５号の買入にかかる経費の支出について
9,080

都市整備局 総務課 平成26年07月24日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 公課費　公課費 平成25年度市街地再開発事業会計に係る消費税等の中間申告の納付について（第１０回）
8,973,300

都市整備局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（平成26年6月分）
108,701

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（６月分）
78,103

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
15,844

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
30,316

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（６月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
150,995

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
141,971

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（６月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（６月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
21,124

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
305,814

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入視覚障害対応庁内情報利用パソコンの長期借入の経費の支出について（６月分）
7,754
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都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（６月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
47,874

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
38,227

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
10,105

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（６月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
5,734

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
14,857

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
9,557

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（６月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
11,556

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
7,645

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
17,202

都市整備局 総務課 平成26年07月29日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
825

都市整備局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 総務事務用等　朝日新聞外１点の買入に係る経費の支出について（平成２６年４～６月分）
50,496

都市整備局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 総務事務用等　読売新聞の買入に係る経費の支出について（平成２６年４～６月分）
24,222

都市整備局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(６月発注分)
40,824

都市整備局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 総務事務用等　朝日新聞外１点の買入に係る経費の支出について（平成２６年４～６月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 総務事務用等　読売新聞の買入に係る経費の支出について（平成２６年４～６月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(６月発注分)
22,216

都市整備局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 総務事務用等　読売新聞の買入に係る経費の支出について（平成２６年４～６月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(６月発注分)
327,956

都市整備局 総務課 平成26年07月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(６月発注分)
131,162

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入に係る経費の支出について（２６年４～６月分）
64,803

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　産経新聞の買入に係る経費の支出について（平成２６年４～６月分）
36,333

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金６月分の支払いについて
1,738

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２６年度夏季賞与分）
3,067,192

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２６年６月分）
1,457,668

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入に係る経費の支出について（２６年４～６月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金６月分の支払いについて
319,044

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金６月分の支払いについて
75,267

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　産経新聞の買入に係る経費の支出について（平成２６年４～６月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金６月分の支払いについて
10,139

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金６月分の支払いについて
72,714

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入に係る経費の支出について（２６年４～６月分）
25,638

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金６月分の支払いについて
56,886

都市整備局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金６月分の支払いについて
1,962

政策企画室 秘書担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行東京都出張旅費の支出について（平成26年6月16日）
38,460

政策企画室 秘書担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 来客接遇用　茶の購入にかかる経費の支出について
2,592

政策企画室 秘書担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
2,970

政策企画室 秘書担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（試験官派遣分）
600

政策企画室 秘書担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行東京都出張並びに旅費の支出について（平成26年6月12日）
38,460

政策企画室 秘書担当 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長東京都出張旅費の支出について（平成26年6月12日）
38,460

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
2,531



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
2,133

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（６月分）
27,809

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
68,249

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
17,717

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（６月分）
32,903

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（６月分）
30,335

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
3,796

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
44,788

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
29,859

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
10,123

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（６月分）
4,266

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（６月分）
16,451

政策企画室 秘書担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（６月分）
19,252

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成26年度栄典担当初任者研修にかかる和歌山県出張旅費の支出について(平成26年7月3日)
2,380

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（５月分）
46,456

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（５月分）
2,889

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（４月分）
2,633

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代（H26.５月分）及びカード年会費の支出について
26,553

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（６月分）
1,184

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（６月分）
1,558

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（６月分）
1,347

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（６月分）
3,232

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（６月分）
527

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（６月分）
529

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（６月分）
4,246

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代（H26.５月分）及びカード年会費の支出について
309

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（H26.５月分）
89,184

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（Ｈ26.５月分）
1,144,800

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（H26.５月分）
33,630

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式　借入契約の支出について（Ｈ26.６月分）
60,264

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式１台　長期借入（H26.６月分）の支出について
51,408

政策企画室 秘書担当 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式２台　長期借入（H26.６月分）の支出について
94,824

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年４月から６月分）の購読経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年４月から６月分）の購入経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年４月から６月分）の購入経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２６年４月から６月分）の購入経費の支出について
76,914

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年４月から６月分）の購入経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年４月から６月分）の購読経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２６年４月から６月分）の購入経費の支出について
153,828

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年４月から６月分）購入経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年４月から６月分）の購読経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２６年４月から６月分）の購入経費の支出について
25,638

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年４月から６月分）購入経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年４月から６月分）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方自治関係実例判例集及び地方財務実務提要購入経費の支出について
20,365

政策企画室 秘書担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（６月分）
3,273

政策企画室 秘書担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（６月分）
43,054

政策企画室 秘書担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（６月分）
9,120
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政策企画室 秘書担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別職上京時用ハイヤー使用料の支出について（６月分）
49,160

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　Ａ５ノート外１０点の購入経費の支出について
64,800

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成27年度国家予算要望関係　地元選出国会議員に対する要望書事前説明に係る東京出張について
29,164

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成27年度国家予算要望関係　地元選出国会議員に対する要望書事前説明に係る東京出張について
75,404

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用コピー代金及び関連消耗品代（平成２６年６月分）
89,865

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年５月寄附分）
1,092

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと納税インターネットクレジット納付システム運営利用料の支出について（平成２６年６月分）
1,080

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年5月分）
26,190

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　費用弁償 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年5月分）
8,087

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年5月分）
26,190

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年5月分）
8,087

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（６月分）
20,010

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 平成27年度国の施策・予算に関する提案・要望説明会（公明党）にかかる食糧費の支出について
16,920

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 平成27年度国の施策・予算に関する提案・要望説明会（自民党）にかかる食糧費の支出について
11,396

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 平成27年度国の施策・予算に関する提案・要望説明会（民主党）にかかる食糧費の支出について
3,256

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年５月寄附分）
11,480

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度国への提案・要望説明会（公明党）に係る会場設営等の経費の支出について
148,813

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度国への提案・要望説明会（自民党）に係る会場設営等の経費の支出について
40,903

政策企画室 政策企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度国への提案・要望説明会（民主党）に係る会場設営等の経費の支出について
70,480

政策企画室 広報担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成２６年４月分政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
17,580

政策企画室 広報担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成26年５月分コピー代金の支出について
35,172

政策企画室 広報担当 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成26年度地下鉄・駅構内設置の広報板へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
47,421

政策企画室 広報担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（4月分）
16,524

政策企画室 広報担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（7月号分）概算印刷の実施に係る経費の支出について
234,028

政策企画室 広報担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成２６年５月分政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
2,232

政策企画室 広報担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「くらしの便利帳」印刷の実施にかかる同経費の支出について
2,662,538

政策企画室 広報担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au６月分）の支出について
2,466

政策企画室 広報担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（6月分）
97,470

政策企画室 広報担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務委託（7月号分）に係る経費の支出について
318,600

政策企画室 広報担当 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク６月分）の支出について
7,954

政策企画室 広報担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ翻訳業務にかかる経費の支出について（４月分）
45,846

政策企画室 広報担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（６月分）
12,960

政策企画室 広報担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 広報業務用消耗品「液状のり　他２８点」の購入にかかる経費の支出について
173,603

政策企画室 広報担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（6月分）
8,013

政策企画室 報道担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（4月分So-net及び5月分NTT回線利用料）
6,328

政策企画室 報道担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 報道事務参考用　大阪日日新聞の購読にかかる経費の支出について（４月～６月分）
6,150

政策企画室 報道担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　インターネット行財政情報サービス「ｉＪＡＭＰ」の利用にかかる経費の支出について（４～６月分）
2,235,600

政策企画室 報道担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　インターネット行政情報サービス「４７行政ジャーナル」の利用にかかる経費の支出について（平成26年4月～6月分）
463,320

政策企画室 報道担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成26年６月分）
1,008

政策企画室 報道担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年６月分）
7,599

政策企画室 報道担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（６月分）にかかる経費の支出について
33,501

政策企画室 報道担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務の委託にかかる経費の支出について（６月分）
64,800

政策企画室 報道担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　「日経テレコン21 Knowledge Passport Fast Track」の利用にかかる経費の支出について（６月分）
89,640

政策企画室 報道担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入にかかる経費の支出について（平成26年６月分）
24,507

政策企画室 報道担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　ＦＡＸ一斉送信サービス（Fax2Mail）利用にかかる経費の支出について（平成26年６月分）
18,892

政策企画室 報道担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（5月分So-net及び6月分NTT回線利用料）
6,328

政策企画室 報道担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 報道事務用　海外報道機関へのプレスリリース配信にかかる手数料の支出について
41,040

政策企画室 広聴担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年６月分）
4,944
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政策企画室 広聴担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成26年６月分）
21,333

政策企画室 広聴担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成26年６月分）
26,075

政策企画室 広聴担当 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 「市民の声データベース」用機器一式の賃借経費の支出について（６月分）
68,968

政策企画室 広聴担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（６月分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（６月利用分）
143,538

政策企画室 広聴担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託に係る経費の支出について（６月分）
371,956

政策企画室 広聴担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター構築及び運営業務に係る経費の支出について（６月分）
13,355,280

政策企画室 東京事務所 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　燃料費 東京事務所事務用資金前渡金（第２四半期）の支出について
14,400

政策企画室 東京事務所 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用資金前渡金（第２四半期）の支出について
333,831

政策企画室 東京事務所 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度都市東京事務所長会負担金の支出について
24,000

政策企画室 東京事務所 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用朝日新聞・東京新聞（４月～６月）購入経費の支出について
22,140

政策企画室 東京事務所 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度東京事務所公舎用賃料の支出について（８月分）
884,000

政策企画室 東京事務所 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用産経新聞（４月～６月）購入経費の支出について
9,104

政策企画室 東京事務所 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用毎日新聞（４月～６月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 東京事務所 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用日本経済新聞（４月～６月）購入経費の支出について
13,527

政策企画室 東京事務所 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用読売新聞（４月～６月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 東京事務所 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン機器等（東京事務所）一式長期借入契約の経費（６月分）の支出について
22,283

政策企画室 東京事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用事務用品（リサイクルコピーペーパーＡ３）購入経費の支出について
12,312

政策企画室 東京事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機による複写（白黒）の単価契約にかかる支出（６月分）について
32,319

政策企画室 東京事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２４年度庁内情報利用パソコン長期借入経費（６月分）の支出について
2,878

政策企画室 東京事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費（６月分）の支出について
13,586

政策企画室 東京事務所 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ファクシミリ賃貸借契約の変更にかかる経費（６月分）の支出について
8,424

健康局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験に係る試験官交通費の支出について
1,204

健康局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（４・５月分）の支出について
19,638

健康局 総務課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用トナーカートリッジの購入経費の支出について
73,440

健康局 総務課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度全国衛生部長会会費の支出について
81,000

健康局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成26年度一般事務用　ゴム印（総務課住所判）の買入経費の支出について
846

健康局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用FAX用トナーカートリッジ外１点の購入経費の支出について
204,120

健康局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（６月分）
285,191

健康局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度視覚障害者用パソコン等機器長期借入経費（６月分）の支出について
38,772

健康局 総務課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度複写電送装置(ファックス機) 長期借入経費の支出について（６月分）
8,100

健康局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用朝日新聞（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
12,111

健康局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用読売新聞（年間購読）経費に支出について（４～６月分）
12,111

健康局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用産経新聞（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
12,111

健康局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用毎日新聞外１点（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
25,638

健康局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用大阪日日新聞（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
6,150

健康局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　クランプファイル外20点の買入経費の支出について
41,422

健康局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成25年度契約分）経費の支出について（６月分）
207,857

健康局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　一般事務用コピー代金の支出について（６月分）
171,682

健康局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 運転管理業務用　アルコール検知器の買入経費の支出について
87,480

健康局 経理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　会費 特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得に係る講習会の受講に関する経費の支出について
14,000

健康局 経理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（6月分）
159,618

健康局 経理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 経理・調達・管財事務用　市内出張旅費（４月～６月分）の支出について
15,172

健康局 経理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について（６月分）
58,968

健康局 健康施策課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市急病診療業務委託の実施にかかる経費の支出について（第２四半期）
22,896,000

健康局 健康施策課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 地域保健管理用　平成26年度保健師中央会議出席にかかる出張旅費の支出について（7月10日～11日出張分）
37,940

健康局 健康施策課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　地域保健関係法令実務便覧追録買い入れに係る支出について
7,169

健康局 健康施策課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 事務参考用　地域保健関係法令実務便覧追録買い入れに係る支出について
895
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健康局 健康施策課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について(保健衛生検査所他１ヶ所)(5月分)
6,102

健康局 健康施策課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について(保健衛生検査所他１ヶ所)(4月分)
7,506

健康局 健康施策課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 地域保健医療計画推進事業用　はがき及び切手購入経費の支出について
8,182

健康局 健康施策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（６月分）
3,580

健康局 健康施策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞外１点買入にかかる経費の支出について（平成26年4月～6月）
25,638

健康局 健康施策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞買入にかかる経費の支出について（平成26年4月～6月）
12,111

健康局 健康施策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞買入にかかる支出について（平成26年4月～6月）
12,111

健康局 健康施策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞買入にかかる経費の支出について（平成26年4月～6月）
12,111

健康局 健康施策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（住之江区）
32,443

健康局 健康施策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（東淀川区）
114,879

健康局 健康施策課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 熱中症予防啓発ポスターの作成にかかる所要経費の支出について
66,960

健康局 健康施策課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張交通費(５月分)の支出について
24,468

健康局 健康施策課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 熱中症予防啓発用　熱中症予防・救急医療情報カードの支出について
610,200

健康局 健康施策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（６月分）
2,747

健康局 健康施策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度十三休日急病診療所にかかる不動産賃借料の支出について（平成26年6月分）
135,000

健康局 健康施策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府周産期緊急医療体制整備事業の実施及び同経費の支出について
30,000,000

健康局 健康づくり課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集追録２２８号・２２９号買入にかかる経費の支出について
12,700

健康局 健康づくり課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 乳がん検診事業用検診車（パンジー号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の支出について
34,900

健康局 健康づくり課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 公課費　公課費 乳がん検診事業用検診車（パンジー号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の支出について
90,200

健康局 健康づくり課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成２６年度政令指定都市成人保健主管課長会議にかかる旅費の支出について
70,880

健康局 健康づくり課 平成26年07月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度消費・安全対策交付金事業返還金の支出について
125,073

健康局 健康づくり課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 胃がん検診事業用　テプラテープ外２点買入経費の支出について
29,786

健康局 健康づくり課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成26年6月分）
5,021,060

健康局 健康づくり課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成26年6月分）
1,158,840

健康局 健康づくり課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 乳がん検診事業用　保育ボランティア利用に係る報償金の支出について（６月１２日生野区）
1,600

健康局 健康づくり課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 歯科健康相談用保冷剤外３点買入にかかる経費の支出について
18,111

健康局 健康づくり課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健師指導事務用「厚生福祉」買入にかかる経費の支出について（平成26年4月～6月分）
13,284

健康局 健康づくり課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診無料クーポン券再送付・未受診者受診勧奨にかかる対象者データ抽出業務委託料の支出について
278,640

健康局 健康づくり課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 第５７回日本糖尿病学会の参加にかかる市内出張交通費の支出について
2,100

健康局 健康づくり課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託経費の支出について（平成26年6月分）
183,600

健康局 健康づくり課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（５月分）
82,994

健康局 健康づくり課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６年６月分）
5,489

健康局 健康づくり課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６年６月分）
12,331

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用「臨床栄養」外１点買入にかかる経費の支出について（7月分）
2,176

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年６月分）
11,331

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年６月分）
38,125

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年６月分）
12,072

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年６月分）
86,573

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年４月分）
914,112

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年６月分）
751

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年６月分）
3,267

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年４月分）
1,231,325

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年４月分）
1,080,972

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年６月分）
323

健康局 健康づくり課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年６月分）
20,692

健康局 健康づくり課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（５月分）
9,263,568

健康局 健康づくり課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（５月分）
336,628

健康局 健康づくり課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（５月分）
16,272,375
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健康局 健康づくり課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（５月分）
15,052,764

健康局 健康づくり課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（５月分）
23,987,335

健康局 健康づくり課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（５月分）
9,984,951

健康局 健康づくり課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年度都道府県等栄養施策担当者会議への出席にかかる旅費の支出について
29,640

健康局 健康づくり課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（６月分）
11,016

健康局 健康づくり課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（６月分）
10,260

健康局 健康づくり課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市がん検診推進事業クーポン券等作成及び印字・封入封緘等業務委託の経費の支出について
10,112,500

健康局 健康づくり課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　大腸がん検診マニュアル外３点買入経費の支出について
11,972

健康局 健康づくり課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診推進事業用　後納郵便料の支出について（６月分）
13,703,214

健康局 健康づくり課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（６月分）
15,089

健康局 健康づくり課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 備品購入費　図書購入費 がん検診事業用　大腸がん検診マニュアル外３点買入経費の支出について
9,379

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
13,920

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
2,256

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
6,500

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
5,896

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
7,046

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
1,404

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用無菌卵黄液外１０点の買入経費の支出について
9,590

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用無菌卵黄液外１０点の買入経費の支出について
104,782

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用無菌卵黄液外１０点の買入経費の支出について
11,491

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用無菌卵黄液外１０点の買入経費の支出について
10,584

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（５月分）
27,992

健康局 生活衛生課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（５月分）
71,550

健康局 生活衛生課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生関係法規集追録外１点の買入に係る経費の支出について（４月納品分）
94,867

健康局 生活衛生課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 産業廃棄物処理法令・通達・条例集　近畿編９０号　外３点の買入経費の支出について
17,754

健康局 生活衛生課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　チャック付ポリ袋買入経費の支出について
2,354

健康局 生活衛生課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気料金の支出について（平成２６年５月分）
180,569

健康局 生活衛生課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用トナーカートリッジ外１０点　買入経費の支出について
19,872

健康局 生活衛生課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用トナーカートリッジ外１０点　買入経費の支出について
1,382

健康局 生活衛生課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用トナーカートリッジ外１０点　買入経費の支出について
11,448

健康局 生活衛生課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用トナーカートリッジ外１０点　買入経費の支出について
11,664

健康局 生活衛生課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用トナーカートリッジ外１０点　買入経費の支出について
32,130

健康局 生活衛生課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用　食品安全モニターにかかる報告用切手の購入について（第１四半期）
2,542

健康局 生活衛生課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年４月追加分）
3,560

健康局 生活衛生課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 動物愛護事業用猫フード外1点の買入経費の支出について
16,405

健康局 生活衛生課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＸＭ－Ｇ培地買入経費の支出について
153,792

健康局 生活衛生課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　クロモアガーＯ－１５７外２点の買入に係る経費の支出について
66,247

健康局 生活衛生課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　病原大腸菌免疫血清Ｏ１５７外２点の買入に係る経費の支出について
8,910

健康局 生活衛生課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＴＧＳＥ培地買入経費の支出について
153,792

健康局 生活衛生課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室電話回線使用料の支出について（平成２６年５月分）
17,443

健康局 生活衛生課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ラパポート・バシリアディス培地外８点の買入に係る経費の支出について
273,240

健康局 生活衛生課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　建物修繕料 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気温水器修繕料の支出について
26,568

健康局 生活衛生課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の実施にかかる経費の支出について（５月分）
9,990

健康局 生活衛生課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の実施にかかる経費の支出について（４月分）
9,990

健康局 生活衛生課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 食品衛生事業用　平成２６年度瀬戸内沿岸観光府県市食中毒対策会議への出席及び同経費の支出について
37,380

健康局 生活衛生課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度　大都市環境衛生主管課長会議の出席にかかる旅費の支出について
38,680

健康局 生活衛生課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 そ族昆虫防除事業　大都市環境衛生主管課長会（平成２６年７月１０日開催）の参加にかかる会費の支出について
1,000

健康局 生活衛生課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 食品衛生事業用　平成２６年度瀬戸内沿岸観光府県市食中毒対策協議会にかかる負担金の支出について
8,000
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健康局 生活衛生課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用「薬事実務便覧　追録」の買入経費の支出について
8,117

健康局 生活衛生課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用「実験資材　うがい薬」の買入経費の支出について
19,656

健康局 生活衛生課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査実地研修にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（４月分）
11,300

健康局 生活衛生課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施にかかる経費の支出について（５月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年５月分）
66,835

健康局 生活衛生課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年５月分）
7,953

健康局 生活衛生課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用検査キット外4点の買入経費の支出について
89,802

健康局 生活衛生課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年５月分）
3,854

健康局 生活衛生課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年５月分）
9,564

健康局 生活衛生課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年５月分）
4,666

健康局 生活衛生課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（ＡＬＰ）外２７点の買入経費の支出について
138,877

健康局 生活衛生課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　滅菌スポイト他１点の買入に係る経費の支出について
51,084

健康局 生活衛生課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用三角フラスコ(300mL)外1点の買入経費の支出について
12,700

健康局 生活衛生課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（ＡＬＰ）外２７点の買入経費の支出について
119,610

健康局 生活衛生課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（ＡＬＰ）外２７点の買入経費の支出について
28,728

健康局 生活衛生課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（ＡＬＰ）外２７点の買入経費の支出について
116,532

健康局 生活衛生課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用エオジン外２点の買入経費の支出について
5,162

健康局 生活衛生課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用エオジン外２点の買入経費の支出について
19,440

健康局 生活衛生課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ88す6179」の法定６か月点検経費の支出について
4,320

健康局 生活衛生課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年５月　南東部生活衛生監視事務所外２件分）
2,403

健康局 生活衛生課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 と畜検査事業用　平成２６年度全国食肉衛生検査所長会議及び第５０回全国食肉衛生検査所協議会記念大会の出席にかかる経費の支出について
37,600

健康局 生活衛生課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品表示マニュアル追録の買入に係る経費の支出について（５月納品分）
12,398

健康局 生活衛生課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年５月　南東部生活衛生監視事務所外２件分）
4,194

健康局 生活衛生課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食品衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（６月分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 監視事務所監視運営用　複写電送装置５台の長期借入（長期継続契約）経費の支出について（６月分）
30,888

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度二十一大都市食品衛生主管課長会議の出席及び同経費の支出について
37,720

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　ＢＴＢ試薬外１点買入にかかる経費の支出について（４月分）
126,835

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　羊血液寒天培地外１点買入に係る経費の支出について（５月分）
5,227

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　ＤＰＤ試薬買入にかかる経費の支出について（４月分）
22,680

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生普及啓発事業用タスキの作成経費の支出について
64,152

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　滅菌プラスチックシャーレ（浅型）買入に係る経費の支出について（５月分）
5,508

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　ポリミキシンＢ液外４点買入に係る経費の支出について（５月分）
44,766

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入経費の支出について(6月30日納期分）
6,652

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用混合ガス（圧縮）の買入経費の支出について
32,724

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬務事務事業用　薬務台帳管理システム用機器長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
13,738

健康局 生活衛生課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 食品衛生事業用　平成２６年度二十一大都市食品衛生主管課長会議にかかる負担金の支出について
4,500

健康局 生活衛生課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年５月分）
16,950

健康局 生活衛生課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 「畜産の研究」（平成２６年４月号～１２月号）買入経費の支出について（７月分）
1,877

健康局 生活衛生課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年５月分）
5,310

健康局 生活衛生課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年５月分）
7,214

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用ハエ・蚊用殺虫剤外4点の買入経費の支出について
41,040

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用液化炭酸ガスの買入経費の支出について
24,840

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用採材用シリンダーの買入経費の支出について
6,480

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用牛海綿状脳症診断用キットの買入経費の支出について
183,600

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用食品表示マニュアル追録の買入経費の支出について
12,398

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健衛生検査所６月２５日分）の支出について
1,040

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用ハエ・蚊用殺虫剤外4点の買入経費の支出について
29,484

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 と畜検査事業用恒温槽の修繕経費の支出について
14,385
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健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（平成２６年６月分）
54,900

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（６月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設の借上の実施にかかる経費の支出について（５月分）
12,528

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（６月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（５月分）
24,870

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設の借上の実施にかかる経費の支出について（４月分）
18,792

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（６月分）
11,130

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　図書購入費 動物愛護管理事業用犬の行動学専門書外１点の買入経費の支出について
16,583

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
610,200

健康局 生活衛生課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
60,000

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（６月分）
62,828

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
18,728

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
13,460

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
2,927

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
946

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
7,354

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
880

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　許可証用偽造防止用紙の作成経費の支出について
3,499

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　許可証用偽造防止用紙の作成経費の支出について
8,942

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　許可証用偽造防止用紙の作成経費の支出について
56,376

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生普及啓発事業用うちわの作成経費の支出について
129,600

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２６年６月分）
27,922

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（６月分）
26,377

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　犬・ねこ・その他動物屍体の収集・運搬、処理業務委託料の支出について（平成２６年６月分）
91,076

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（６月分）
71,550

健康局 生活衛生課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
73,278

健康局 生活衛生課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 食品衛生事業用　平成２６年度瀬戸内沿岸観光府県市食中毒対策会議への出席及び同経費の支出について
37,780

健康局 生活衛生課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ100さ3908」の法定６か月点検経費の支出について
4,320

健康局 生活衛生課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
380,700

健康局 生活衛生課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 食品衛生事業用　平成２６年度瀬戸内沿岸観光府県市食中毒対策協議会にかかる負担金の支出について
8,000

健康局 生活衛生課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 そ族昆虫防除事業　平成26年度全国環境衛生・廃棄物関係課長会環境衛生関係近畿ブロック会議への出席及び同経費の支出について（平成２６年７月２５日開催）
1,290

健康局 生活衛生課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＸＭ－Ｇ培地買入経費の支出について
144,180

健康局 生活衛生課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＴＧＳＥ培地買入経費の支出について
144,180

健康局 生活衛生課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の実施及び同経費の支出について（６月分）
9,990

健康局 生活衛生課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（平成２６年６月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施にかかる経費の支出について（６月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
47,640

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックス外４２点買入経費の支出について
16,878

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックス外４２点買入経費の支出について
18,999

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品事業用「Q&A　容器包装規制・基準の手引　追録」買入経費の支出について
3,369

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックス外４２点買入経費の支出について
1,296

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックス外４２点買入経費の支出について
14,680

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックス外４２点買入経費の支出について
15,500

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用液化炭酸ガスの買入経費の支出について（6月30日納期分）
14,580

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用カードロガー外８点の買入経費の支出について
99,252

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用カードロガー外８点の買入経費の支出について
18,122

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックス外４２点買入経費の支出について
26,400

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用クレゾール石けん液買入経費の支出について
418,608
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健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用カードロガー外８点の買入経費の支出について
18,079

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 狂犬病予防事業用　動物管理センター別館空調機修繕料の支出について
14,364

健康局 生活衛生課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 乳肉衛生事業用　中央卸売市場業務管理棟にかかる共益費の支出について（７月分）
599,903

健康局 生活衛生課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 浄化槽規制指導事業　全国浄化槽行政担当係長会議への出席及び同経費の支出について（平成２６年７月２９日開催）
29,964

健康局 生活衛生課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 食品衛生事業用　食中毒予防啓発用ポスター作成経費の支出について
56,862

健康局 生活衛生課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設の借上の実施にかかる経費の支出について（６月分）
6,264

健康局 生活衛生課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（６月分）
109,011

健康局 生活衛生課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（６月分）
148,302

健康局 生活衛生課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ８８す６１７９」の法定６か月点検にかかる追加整備の支出について
15,930

健康局 生活衛生課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　平成２６年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
105,462

健康局 生活衛生課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模事業用小規模受水槽業務システム機器の借入経費の支出について（平成２６年６月分）
42,768

健康局 生活衛生課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生一般事務用　官報情報検索サービス利用にかかる経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
6,480

健康局 生活衛生課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる支出について（平成２６年６月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用安全ヘルメット外３点の買入経費の支出について
3,499

健康局 生活衛生課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用安全ヘルメット外３点の買入経費の支出について
15,228

健康局 生活衛生課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用安全ヘルメット外３点の買入経費の支出について
17,496

健康局 生活衛生課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（動物管理センター６月分）の支出について
5,571

健康局 生活衛生課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（食肉衛生検査所６月分）の支出について
6,537

健康局 生活衛生課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（６月分）
27,992

健康局 生活衛生課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成２６年６月分）
2,576

健康局 生活衛生課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（動物管理センター６月分）の支出について
1,000

健康局 生活衛生課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ディスポーザブルチューブ外５点の買入に係る経費の支出について
182,347

健康局 生活衛生課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　ヘッドルーペ外４点買入に係る経費の支出について（５月分）
119,167

健康局 生活衛生課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気料金の支出について（平成２６年６月分）
187,395

健康局 生活衛生課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（平成２６年６月分）
5,231

健康局 生活衛生課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 食品衛生事業用　全国食品衛生主管課長連絡協議会平成２６年度会費の支出について
13,000

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（５月分）の支出について
80,025

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（６月４日開催分）
49,780

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（５月分）
372,590

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（５月分）の支出について
3,060

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（５月分）
12,040

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（６月４日開催分）
2,540

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
360

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
23,050

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
6,940

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
3,060

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
2,450

健康局 こころの健康センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（５月分）
6,998

健康局 こころの健康センター 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（６月分）
220,095

健康局 こころの健康センター 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　平成２６年度大都市精神保健福祉主管課長会議への出席にかかる経費の支出について
38,680

健康局 こころの健康センター 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（４月分）
22,162

健康局 こころの健康センター 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（５月分）
166,272

健康局 こころの健康センター 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（５月分）
26,999

健康局 こころの健康センター 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（４月分）
149,806

健康局 こころの健康センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　措置入院者等実地審査にかかる報酬の支出について（６月４日開催分）
21,400

健康局 こころの健康センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（６月１０日開催分）
49,780

健康局 こころの健康センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・6月19日開催分）
80,025

健康局 こころの健康センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　措置入院者等実地審査にかかる報酬の支出について（６月１０日開催分）
10,700



平成26年度（平成26年07月）　公金支出情報

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

健康局 こころの健康センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について
21,540

健康局 こころの健康センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（６月１０日開催分）
920

健康局 こころの健康センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・6月19日開催分）
2,960

健康局 こころの健康センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　措置入院者等実地審査にかかる報酬の支出について（６月１０日開催分）
920

健康局 こころの健康センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　措置入院者等実地審査にかかる報酬の支出について（６月４日開催分）
780

健康局 こころの健康センター 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費
精神保健事業用　平成２６年度第１回全国精神保健福祉センター長会・大都市部会及び平成２６年度全国精神保健福祉センター長会定期総会への出席にかかる経費の
支出について 37,600

健康局 こころの健康センター 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（６月分）の支出について
160,050

健康局 こころの健康センター 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（６月分）の支出について
6,120

健康局 こころの健康センター 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・７月審査分（概算））
1,859,330

健康局 こころの健康センター 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（６月審査分・国保）入院費の支出について
817,764

健康局 こころの健康センター 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（６月審査分・後期高齢）入院費の支出について
7,840

健康局 こころの健康センター 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・７月審査分（概算））
103,533,980

健康局 こころの健康センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神科一次救急医療体制整備事業委託経費の支出について（第２四半期分）
7,069,625

健康局 こころの健康センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神保健事業用　こころの健康センター複写電送装置の借入代金の支出について（６月分）
6,300

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（６月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
98

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（６月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
67,816

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（６月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,615,718

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（６月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
6,745

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（６月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,513

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（６月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,621,389

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
126,650

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（５月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
566

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（６月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
980

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・７月審査分（概算））
645,338,000

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・７月審査分（概算））
15,733,000

健康局 こころの健康センター 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（６月審査分・介護）医療費の支出について
356,364

健康局 こころの健康センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 精神保健事業用　第５１回精神保健指導課程研修の受講にかかる受講料の支出について
20,000

健康局 こころの健康センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（５月提供分）
108,362

健康局 こころの健康センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（５月提供分）
377,605

健康局 こころの健康センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（５月提供分）
331

健康局 こころの健康センター 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（５月提供分）
1,873

健康局 こころの健康センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（４月分）
34,089

健康局 こころの健康センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（５月分）
21,171

健康局 こころの健康センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（６月分）
41,407

健康局 こころの健康センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（6月分）
207,444

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
1,520

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（４月分）
600

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　障害者関係施策ガイドブック追録（65号）の買入代金の支出について
4,881

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　精神保健福祉関係例規集追録（204-205号）の買入代金の支出について
38,400

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　厚生福祉（平成２６年４月～平成２７年３月）買入代金の支出について（４～６月分）
13,284

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（６月分）
17,975

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（６月分）
1,394

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（６月分）
10,842

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（６月分）
260,469

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（６月分）
23,725

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　こころの健康センター専用回線電話料金の支出について（６月分）
10,298

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（６月分）
345,600

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・６月審査分）
3,000
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健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神医療事業用　ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（６月締分）
12,370

健康局 こころの健康センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度　全国精神医療審査会連絡協議会会費の支出について
5,000

健康局 保健所管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 平成26年度小児慢性特定疾患医療用補装具費用の支出について（5月4日申請分）
29,046

健康局 保健所管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度呼吸器講演会実施に係る会場使用料の支出について
32,750

健康局 保健所管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（５月分）の支出について
216,966

健康局 保健所管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市小児慢性特定疾患児等ピアカウンセリング事業委託料の支出について(第２四半期分)
522,274

健康局 保健所管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療用補装具費の支出について（2601号）
2,020

健康局 保健所管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療用補装具費の支出について（2603号）
506

健康局 保健所管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療用補装具費の支出について（2602号）
48,715

健康局 保健所管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療用補装具費の支出について（2604号）
5,551

健康局 保健所管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所5月分）
69,719

健康局 保健所管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所5月分）
4,081

健康局 保健所管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所5月分）
3,997

健康局 保健所管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　7月分）
531,832

健康局 保健所管理課 平成26年07月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　7月分）
62,081

健康局 保健所管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付　5月分）の支出について
75,030

健康局 保健所管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について（５月分）
172,216

健康局 保健所管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 平成26年度小児慢性特定疾患医療用補装具費用の支出について（5月27日申請分）
23,930

健康局 保健所管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成26年5月15日請求分)
11,500

健康局 保健所管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について（平成26年5月12日請求分）
1,100

健康局 保健所管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年５月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府立急性期・総合医療センター分）
25,660

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度健康づくり地区組織活動研修会用テキストの印刷経費の支出について（７月実施分）
32,562

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年６月分アトピー相談医師報償金の支出について
24,890

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用　第50回日本周産期新生児医学会学術集会への参加にかかる出張旅費の支出について
45,040

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 カラーペーパー（「難病診断を受けた方へ」印刷用）の買入経費の支出について
6,480

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「特定疾患更新申請案内用封筒　外4点」の買入経費の支出について
54,810

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「特定疾患更新申請案内用封筒　外4点」の買入経費の支出について
8,554

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「特定疾患更新申請案内用封筒　外4点」の買入経費の支出について
6,998

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「特定疾患更新申請案内用封筒　外4点」の買入経費の支出について
43,696

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「特定疾患更新申請案内用封筒　外4点」の買入経費の支出について
34,452

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第50回日本周産期新生児医学会学術集会参加費の支出について
20,000

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成26年度　転地療養事業等の実施に係る従事者報償金の支出について（その２・6/20）
75,540

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成26年度　転地療養事業等の実施に係る従事者報償金の支出について（その１・6/12）
108,970

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成26年度　転地療養事業等の実施に係る従事者報償金の支出について（その１・6/13）
110,510

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成26年度　転地療養事業等の実施に係る従事者報償金の支出について（その２・6/18）
96,980

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成26年度　転地療養事業等の実施に係る従事者報償金の支出について（その２・6/19）
76,410

健康局 保健所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 健康診査事業用消耗品（連射式クリップ　外１８点）の購入経費の支出について
43,243

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
960

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
1,672

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
1,644

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
630

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
960

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
1,920

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
870

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「平成26年度難病患者療養相談会案内書　外1点」の印刷経費の支出について
52,228

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 「平成26年度難病患者療養相談会案内書　外1点」の印刷経費の支出について
68,688

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
2,048

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
720
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健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
700

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（６月再支出分）
6,540

健康局 保健所管理課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　７月分
809,250

健康局 保健所管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康づくり地区組織活動研修会用講師報償金の支出について（６月２５日・２６日実施分）
32,680

健康局 保健所管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年度政令指定都市母子保健主管課長会議出席にかかる管外出張旅費の支出について
25,280

健康局 保健所管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度政令指定都市母子保健主管課長会議にかかる会費の支出について
1,000

健康局 保健所管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年６月分健康診査事業に係るパソコン借入経費の支出について
6,804

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 保健所衛生管理用　第一種衛生管理者試験の受験にかかる出張および経費の支出について
2,980

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 小児慢性特定疾病対策に関する担当者会議への出張及び同経費の支出について（7月18日開催）
28,900

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について(平成26年5月28日申請分)
11,930

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年6月診療分　国保連）（7月審査分　概算払い）
10,143,321

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成26年7月分）（5月診療分　確定払い）
197,826

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成26年7月分）（5月診療分確定払い）
1,717,612

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（６月分）
170,235

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（６月分）
453,960

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 ぜん息教室（親子ビクス体験）実施に係る報償金の支出について
13,960

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（６月分）
13,120

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（６月分）
5,760

健康局 保健所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年7月支払国保分）
150,116

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（５月分）
94,650

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（保健所管理課健康栄養　６月２５・２６・３０日分）の支出について
13,728

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康講座保健栄養コース用テキストの印刷経費の支出について
94,284

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（保健所管理課健康栄養　６月２５・２６・３０日分）の支出について
1,238

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成26年度　転地療養事業等の実施に係る従事者報償金の支出について（その２・看護師分）
78,680

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成26年度　転地療養事業等の実施に係る従事者報償金の支出について（その３・6/26）
96,220

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成26年度　転地療養事業等の実施に係る従事者報償金の支出について（その３・6/27）
326,220

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 ゴム印買入（公害健康被害補償事業用）にかかる経費の支出について（単価契約）
379

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用６月分）の支出について
552

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用６月分）の支出について
8,200

健康局 保健所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年度　転地療養事業並びに1泊2日のリハビリテーション事業の実施に伴うバス借上にかかる経費の支出について
305,890

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（６月分）
6,510

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯買入経費の支出について
25,704

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（６月分）
26,040

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度外食栄養管理推進事業用郵券購入経費の支出について
69,700

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 健康づくり地区組織活動研修会用ホール技術者派遣委託業務に係る経費の支出について（７月１日実施分）
51,840

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成26年6月審査分）
1,666

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年4月診療・平成26年6月作成分）
140

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年6月作成分）
5,888

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年4月診療・平成26年6月作成分）
1,140

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年6月審査分　国保連）
57,134

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年6月作成分）
24

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年5月診療分　社保基金）
9,809

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年6月審査分　社保基金）
114,565

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年5月診療分　社保基金）
4,491

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年6月審査分　社保基金）
390

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成26年6月審査分）
2,548

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成26年7月分 社保基金）（6月診療分 概算払い）
1,851,000

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年6月診療分　社保基金）（7月審査分　概算払い）
29,536,000
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健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成26年5月診療分　社保基金）（6月審査分　確定払い）
82,194

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成26年7月分 社保基金）（6月診療分 概算払い）
10,000

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年6月国保審査分）
7,744

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年6月社保基金審査分）
52,371

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年6月社保基金提供分）
2,216

健康局 保健所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年7月支払社保基金分）
1,389,032

健康局 保健所管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（６月分）の支出について
114,010

健康局 保健所管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 自主組織活動「大阪市健康づくり推進協議会」の育成・支援のための表彰状用封筒購入経費の支出について
1,581

健康局 保健所管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年５月分健康診査用ＥＴＣ利用料の支出について　外１件
3,050

健康局 保健所管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年５月分健康診査用ＥＴＣ利用料の支出について　外１件
720

健康局 保健所管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）及び外食栄養管理推進事業用トートバッグ外11点購入経費の支出について
26,015

健康局 保健所管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）及び外食栄養管理推進事業用トートバッグ外11点購入経費の支出について
9,018

健康局 保健所管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年度小児慢性特定疾患児等療養相談会の実施に係る講師謝礼金の支出について（７月５日実施）
760

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（６月分）
8,710

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（６月分）
60,050

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度読売新聞購読料（第１四半期分）の支出について（保健衛生検査所）
12,111

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度産経新聞購読料（第１四半期分）の支出について（保健所）
12,111

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度読売新聞購読料（第１四半期分）の支出について（保健所）
12,111

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度毎日新聞・日本経済新聞購読料（第１四半期分）の支出について（保健所）
25,638

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度毎日新聞購読料（第１四半期分）の支出について（放射線技術検査所分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度朝日新聞購読料（第１四半期分）の支出について（保健所）
12,111

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（6月分）の支出について
163,004

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（6月分）の支出について
250,215

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２６年度国民健康・栄養調査担当者会議にかかる管外出張旅費の支出について
29,630

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小児慢性特定疾患児療養相談事業物品（バクバクっ子の為の生活便利帳）の買入について
4,082

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器賃借料の支出について（平成21年度契約済みの長期継続契約分）（平成26年6月分）
24,149

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２６年６月分健康診査事業用市内出張交通費の支出について
8,431

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ（公害健康被害補償事業用）の購入にかかる経費支出について
11,664

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年６月分アレルギー予防教室血液検査料用委託料の支出について（住吉市民病院分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年６月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪医療センター分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年６月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪赤十字病院分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年６月分アレルギー予防教室血液検査料用委託料の支出について（十三市民病院分）
80,546

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　転地療養事業等の実施に係る宿舎使用料の支出について（概算契約）
2,142,944

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年８月分　庁舎管理用　１１０１－２号室にかかる不動産賃借料の支出について
321,358

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年８月分　庁舎管理用　不動産賃借料（１１０１－２号室を除く）の支出について
4,557,013

健康局 保健所管理課 平成26年07月25日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（８月分）
1,485,364

健康局 保健所管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成26年度 育成医療支給認定申請書外3点の印刷経費の支出について
39,113

健康局 保健所管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（平成26年6月分）
2,129,982

健康局 保健所管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 平成26年度小児慢性特定疾患医療用補装具費用の支出について（5月14日申請分）
9,188

健康局 保健所管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　6月分）の支出について
12,221

健康局 保健所管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　6月分）の支出について
17,872

健康局 保健所管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　放射線技術検査所にかかる機械警備経費の支出について（平成26年4月～6月分）
51,192

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　6月分）の支出について
1,728

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　第71回全国保健所長会指定都市部会保健所長会議の参加及び同経費の支出について
36,240

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付　6月分）の支出について
30,434

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　6月分）の支出について
10,497

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　第73回日本公衆衛生学会総会の開催に伴う分担金の支出について
90,000

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　会費 保健所管理運営用　第71回全国保健所長会指定都市部会保健所長会議の参加費の支出について
3,000
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健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　会費 保健所管理運営用　平成26年度全国保健所長会会費の支出について
15,000

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（６月分）
400

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（６月分）
3,772

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（６月分）
251,210

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（７月分）
3,189,600

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について　（７月分）
1,303,000

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（７月支払分）
474,600

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について　（７月支払分）
406,400

健康局 保健所管理課 平成26年07月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　6月分）の支出について
1,771

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 外食栄養管理推進事業用市内出張交通費（事後指導）（平成２６年６月分）の支出について
380

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
485

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
404

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
9,880

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
257,275

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
135,735

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
36,190

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
2,204

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
164

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年7月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年7月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
105,357

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
496

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
202

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年６月分）
82

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成用文書作成料の支出について（４～６月分）
972

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　７月支払分（その１）
61,429,800

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（７月支払決定分）その２
13,137,692

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　７月支払分（その２）
23,214,200

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年7月分）
103,920

健康局 保健所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（７月支払決定分）その１
248,085,091

健康局 保健医療対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用平成２６年５月分市内出張交通費の支出について
2,280

健康局 保健医療対策課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 病院立入検査説明会に伴う会場使用料の支出について
26,700

健康局 保健医療対策課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年度全国厚生統計主管係長会議の出席および同経費の支出について
29,240

健康局 保健医療対策課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(6月分)
346,915

健康局 保健医療対策課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(6月分)
566,700

健康局 保健医療対策課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(6月分)
100,006

健康局 保健医療対策課 平成26年07月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(6月分)
61,220

健康局 保健医療対策課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用平成２６年５月分市内出張交通費の支出について
49,506

健康局 保健医療対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健医療対策課医療指導グループ　６月２０日）の支出について
4,416

健康局 保健医療対策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生システム用市内出張交通費(6月分)の支出について
960

健康局 保健医療対策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成26年6月分市内出張交通費の支出について
1,210

健康局 保健医療対策課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（平成２６年４～６月分）
8,050

健康局 保健医療対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
12,569

健康局 保健医療対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用料金後納郵便の支出について（６月分）
16,546

健康局 保健医療対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について（平成26年6月分）
17,700

健康局 保健医療対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用料金後納郵便の支出について（６月分）
1,422

健康局 感染症対策課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用平成２６年度指定都市結核感染症主管課長会議への参加に係る経費の支出について
12,700

健康局 感染症対策課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 感染症対策事業用　感染症診査協議会（感染症部会）委員報酬等の支出について【平成２６年４月３日開催分】
80,025
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健康局 感染症対策課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 感染症対策事業用　感染症診査協議会（感染症部会）委員報酬等の支出について【平成２６年４月３日開催分】
4,380

健康局 感染症対策課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年５月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２６年５月分）
1,860

健康局 感染症対策課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２６年５月分）
32,080

健康局 感染症対策課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 ＤＯＴＳ事業用服薬手帳（府下統一版用）の印刷にかかる経費の支出について
94,921

健康局 感染症対策課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「プラスチック手袋Ｍサイズ　外１点」の購入にかかる経費の支出について
1,188

健康局 感染症対策課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「1％小川培地　外1点」の購入にかかる経費の支出について
11,070

健康局 感染症対策課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「サンプルチューブ　外２点」の購入にかかる経費の支出について
27,162

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「オートクレーブ用脱臭滅菌バック　外１点」の購入にかかる経費の支出について
60,912

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「舌圧子　外１点」の購入にかかる経費の支出について
62,316

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢ－ゴールド」の購入にかかる経費の支出について
388,800

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢ－ゴールド専用採血管」の購入にかかる経費の支出について
345,600

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「医療脱脂綿　外４点」の購入にかかる経費の支出について
60,242

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　風しんウイルスR-HI抗体検査キット代金の支出について（6月10日発注分）
55,080

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クレシアＥＦハンドタオル」の購入にかかる経費の支出について
4,255

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「真空採血管　外３点」の購入にかかる経費の支出について
164,613

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　真空採血管代金の支出について（6月10日発注分）
16,070

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「採血針（真空採血管用）外１点」の購入にかかる経費の支出について
47,088

健康局 感染症対策課 平成26年07月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　ロック付マイクロチューブ代金の支出について（6月10日発注分）
2,894

健康局 感染症対策課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成26年度定点医療機関検体搬送業務委託料の支出について（概算契約）（5月分）
120,657

健康局 感染症対策課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（５月分）
12,798

健康局 感染症対策課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（５月分）
7,290

健康局 感染症対策課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいDOTS（訪問型服薬支援）事業の委託契約にかかる支出について（４月分）
2,343,836

健康局 感染症対策課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№３３～３５）
12,114

健康局 感染症対策課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№６８）
58,449

健康局 感染症対策課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業用予防接種用ＢＣＧワクチン買入にかかる経費の支出について（６月分）
6,424,822

健康局 感染症対策課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２６年６月分）
42,180

健康局 感染症対策課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（平成26年6月分）
15,099

健康局 感染症対策課 平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（平成26年6月分）
5,832

健康局 感染症対策課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 リスクグループ健診雇上げ医師報償金の支出について（６月分）
124,450

健康局 感染症対策課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（５月分）
6,140

健康局 感染症対策課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（５月分）
1,540

健康局 感染症対策課 平成26年07月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２６年度　結核予防技術者地区別講習会への職員の派遣及び同経費の支出について
30,560

健康局 感染症対策課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査用ファクシミリの長期借入代金の支出について（長期契約）（26年6月分）
7,875

健康局 感染症対策課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（７月概算分）国保一般
486,124

健康局 感染症対策課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（７月概算分）国保一般
2,496,448

健康局 感染症対策課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（７月概算分）後期高齢
2,411,834

健康局 感染症対策課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（７月概算分）後期高齢
180,616

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（６月分）
304,095

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（６月分）
8,220

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（４月分）
30,266

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（４月分）
6,606

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（４月分）
16,576

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（４月分）
21,822

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　オーソＨＣＶ　Ａｂ　ＰＡテストⅡ代金の支出について（6月24日発注分）
153,360

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（６月分）
24,360

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№２２）
30,994

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№５４）
12,665
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健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１１）
53,650

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託料の支払いについて（6月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年６月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　マイクロプレート外1点の買入代金の支出について（6月17日発注分）
43,200

健康局 感染症対策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成26年度定点医療機関検体搬送業務委託料の支出について（概算契約）（6月分）
127,008

健康局 感染症対策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（６月分）国保一般
3,234

健康局 感染症対策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（６月分）国保一般
22,736

健康局 感染症対策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（６月分）後期高齢
4,410

健康局 感染症対策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（６月分）
39,169

健康局 感染症対策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（６月分）後期高齢
17,836

健康局 感染症対策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（６月分）
8,529

健康局 感染症対策課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（７月概算）
25,928,000

健康局 感染症対策課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいDOTS（訪問型服薬支援）事業の委託契約にかかる支出について（５月分）
2,356,785

健康局 感染症対策課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№８０）
4,562

健康局 感染症対策課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託（６月入力分）の支出について
992,345

健康局 感染症対策課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核対策事業用書籍「結核？！でも心配しないで」の買入にかかる経費の支出について
268,272

健康局 感染症対策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（２回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　特別旅費 平成２６年度　短期研修「エイズ対策研修」の受講にかかる出張経費の支出について
38,460

健康局 感染症対策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１３）
144,117

健康局 感染症対策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（５月分）の支出について（医療機関支払分）
327,952,306

健康局 感染症対策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（6月分）
474,720

健康局 感染症対策課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 予防接種健康被害救済事業用　障害年金の支出について（第2四半期）
22,918,130

健康局 感染症対策課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 予防接種事業用　プリンタ用ドラム/トナーカートリッジ代金の支出について
20,088

健康局 感染症対策課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（6月分）
770,534

健康局 感染症対策課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 「エイズのはなし（中学生版）」外１点の印刷経費の支出について
201,349

健康局 感染症対策課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　ロック付マイクロチューブ代金の支出について（7月7日発注分）
2,894

健康局 感染症対策課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２６年度喀痰検体等搬送業務の実施及び同経費の支出について（６月分）
8,748

健康局 感染症対策課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（６月分）
17,280

健康局 感染症対策課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり26号）エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（第１四半期）
199,800

健康局 感染症対策課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（５月分）市民病院分
3,000

健康局 感染症対策課 平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり25号）エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（第１四半期）
199,800

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
32,204

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
860

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（6月分）
11,385

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（6月分）
13,386

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（6月分）
1,355

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　風しんウイルスR-HI抗体検査キット代金の支出について（7月7日発注分）
110,160

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（６月分）阿倍野支店分
12,998

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（６月分）
8,306

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（６月分）阿倍野支店分
486

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（６月分）阿倍野支店分
205

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（６月分）阿倍野支店分
1,065

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（６月分）阿倍野支店分
500

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（６月分）阿倍野支店分
3,205

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（６月分）阿倍野支店分
1,179

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（６月分）
3,940

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（６月分）阿倍野支店分
6,898

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（６月分）阿倍野支店分
227,240
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健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（６月分）阿倍野支店分
297

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（５月分）の支出について（病院局分）
3,008,327

健康局 感染症対策課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
1,120

健康局 環境衛生監視課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（７月２日分）
30,000

健康局 環境衛生監視課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油にかかる支出について（５月分）
28,815

健康局 環境衛生監視課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（５月分）
3,294

健康局 環境衛生監視課 平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
10,510

健康局 環境衛生監視課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（７月２２日分）
50,000

健康局 環境衛生監視課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（保健所環境衛生監視課６月２３日分）の支出について
10,000

健康局 環境衛生監視課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（６月分）
10,776

健康局 環境衛生監視課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（６月分）
2,808

健康局 環境衛生監視課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（食品衛生５月分）
2,680

健康局 環境衛生監視課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（環境衛生５月分）
630

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（５月分）
52,890

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（５月分）
28,347

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（５月分）
9,495

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年07月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（５月分）
2,862

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）６月分（２回目）の支出について
164

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）６月分（２回目）の支出について
2,490

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成２６年度５月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
12,124

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成２６年度５月分（西部生活衛生監視事務所事業用）白衣等洗濯代金の支出について
1,782

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)平成２６年度６月分の支出について
216

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)平成２６年度６月分の支出について
784

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)平成２６年度６月分の支出について
1,000

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)平成２６年度６月分の支出について
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所所管）の支出について（６月分）
8,390

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度６月分（西部生活衛生監視事務所所管）コピー代金の支出について
9,144

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成２６年度６月分（西部生活衛生監視事務所事業用）白衣等洗濯代金の支出について
1,620

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所食品衛生事業用郵便はがきの買入経費の支出について（第２四半期分）
105,040

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（５月分）
21,000

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（５月分）
15,497

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯にかかる経費の支出について（５月分）
702

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所業務用公用車（なにわ４８０え２３４０）の修理の実施及び同所要経費の支出について
29,916

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所用「ロールペーパー外１７点」買入経費の支出について
24,840

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 「なにわ　５００　ち　３３９」の自動車定期点検整備（法定１２カ月点検）にかかる追加整備の経費の支出について
2,948

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかるはがきの購入経費の支出について（第２四半期）
6,240

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
28,560

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所の白衣洗濯にかかる経費の支出について（６月分）
810

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（６月分）
1,700

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（６月分）
432

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（5月分）
4,771

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年07月04日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（5月分）
2,227

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年07月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事業用リサイクルトナーカートリッジ購入経費の支出について
12,960

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用ゴム印製作費の支出について
1,848

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費６月分の支出について
5,316

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ500め8964」の定期検査追加整備にかかる経費の支出について
13,575

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年07月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用郵便はがき購入にともなう経費の支出について（「更新講習会案内用第２四半期分」）
19,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用チオキナピペリフィル二塩酸塩の購入及び経費の支出について
133,412
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健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月01日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 衛生法規総覧追録第１４３３号他４件の購入及び経費の支出について
25,187

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用アフラトキシン４成分混合標準液の購入及び経費の支出について
142,560

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＣＯ２アブソーバ　他６点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
162,448

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＢＧＬＢ培地　他１０点の購入及び経費の支出について（単価契約５月分）
138,650

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用注射針　他２点の購入及び経費の支出について
49,358

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用スクリューキャップバイアル　他３点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
39,258

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用メタノール　他５点の購入及び経費の支出について（単価契約５月分）
120,852

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月03日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入経費の支出について
3,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 研究検査用　平成26年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部細菌部会役員会出席に係る旅費の支出について
2,280

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 食品表示マニュアル追録１３５号の購入及び経費の支出について
6,199

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　接着剤入門講座受講に係る参加費の支出について
10,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＫＰ加湿器用の断水スイッチの購入及び経費の支出について
3,564

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用キャピラリーカラムの購入及び経費の支出について（単価契約５月分）
121,500

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用フェラル　他１点の購入及び経費の支出について
67,122

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＬＣＭＳＭＳ用サンプルコーン　他１０点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
508,096

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用１６ＰＰチューブ用フタ　他１点の購入及び経費の支出について
87,480

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用固相抽出カートリッジの購入及び経費の支出について
50,112

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 施設補修用マンホールパッキンの購入及び経費の支出について
3,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用エンテロウイルスＮＴ試薬「生研」混合Ｌ　他１点の購入及び経費の支出について
51,019

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 酸素ガスの購入及び経費の支出について
21,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 情報ネットワークの法律事務　追録６６号他８件の購入及び経費の支出について
16,983

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用５０ＰＣボトルクミの購入及び経費の支出について
61,236

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用チャック付プラスチック袋の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
57,103

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託経費の支出について(6月分)
431,756

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所工業用ｶﾞｽ漏れ検知器保守点検業務の経費支出について(前期分)
48,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託経費の支出について( 6月分)
563,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その２）経費支出について( 6 月分)
58,371

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その１）経費の支出について(6 月分)
51,398

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について( 6 月分)
12,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について(6月分)
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置長期借入の経費の支出について( 6月分)
117,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料（5月分）の支出について
6,960

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用１－ブタノール検知器　他２６点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
601,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ホールピペット５ｍｌ　他１０点の購入及び経費の支出について（単価契約５月分）
938,692

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ｐＨメーター電極　他５点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
81,575

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入経費の支出について( 6月分)
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　平成26年度地方衛生研究所全国協議会の加入に係る会費の支出について
38,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（６月繰り戻し手続き分）の支出について
3,275

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払い基金繰り戻し（６月繰り戻し手続き分）の支出について
20,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 車シートカバーのクリーニング代及び経費の支出について
2,160

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用スクリューキャップマイクロチューブの購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
64,368

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用水銀計テフロンジョイント　他５点の購入及び経費の支出について
86,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用メスフラスコ　他１点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
36,936

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用プラスチック遠沈管の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
36,255

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用液体窒素　他６点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
110,160

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用８連ＰＣＲチューブ　他４件の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
170,100

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　平成26年度指定都市衛生研究所長会議負担金の支出について
4,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　平成26年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部の加入に係る会費の支出について
14,250
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健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　平成26年度全国衛生化学技術協議会の加入に係る会費の支出について
14,250

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 衛生法規総覧追録１４３６号他１０件の購入及び経費の支出について
44,311

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用　Ｘ線回析装置　修繕にかかる経費の支出について
949,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 後払宅配郵便料の支出について（平成26年6月分）
1,744

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について(6月分)
13,996

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用カスタムプライマー（オリゴ）　他５点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
20,520

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用Ｎ．Ｎージメチルホルムアミド　他１８点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
126,586

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ｄｉａｃｅｔｙｌｌａｕｒｏｙｌ　ｇｉｙｃｅｒｏｌ　他４点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
47,941

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 研究検査用　地研近畿支部第2回総会出席に係る旅費の支出について
3,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 研究検査用　地研近畿支部第2回総会出席に係る旅費の支出について
3,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用逆浸透膜モジュールの購入及び経費の支出について
99,900

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費の支出について（６月分）
25,544

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用滅菌オートシャーレ・Ｓの購入及び経費の支出について
84,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用オキシクロルデン標準液　他４８点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
1,542,898

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用メタノール検知管　他２６点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
775,731

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用イオン交換カートリッジタンクの購入及び経費の支出について
78,300

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用活性炭フィルターの購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
6,912

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＩＣＰ発光用ＴＵＢＥ　ＶＩＴＯＮ　他４点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
290,018

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　ａｕ　ｏｎｅ　ｎｅｔ接続料金の支出について(6月分)
2,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（６月分）
14,117

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（単価契約６月分）
65,264

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所　検査研究用　低分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期継続借入（再リース）の支出について（ 6 月分）
25,563

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用シリンジフィルター　他２点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
43,189

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用２ｍＬバイアル　他１５点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
463,039

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 作業環境測定用カウンタ付気体採取器セット　他１点の購入及び経費の支出について
18,360

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用イオン交換樹脂　他３点の購入及び経費の支出について（単価契約７月分）
103,593

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用アジ化ナトリウムの購入及び経費の支出について
1,058

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＨＰＬＣ用カラム　他１１点の購入及び経費の支出について（単価契約５月分）
223,743

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ディスポーザブルフィルターの購入及び経費の支出について
38,016

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用蒸留水　他１２点の購入及び経費の支出について（単価契約６月分）
266,490

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 日本農林規格品質表示基準・食品編　追録２８５号他１件の購入及び経費の支出について
8,467

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用トランスファーピペットの購入及び経費の支出について
15,249

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用「環境技術」ｖｏｌ．４３　Ｎｏ．４の購入及び経費の支出について
43,700

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＨＰＬＣガードカラム　他３４点　の購入及び経費の支出について（単価契約７月分）
1,307,826

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用マラカイトグリーン標準品　他１点の購入及び経費の支出について
15,552

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用広口瓶　他１点の購入及び経費の支出について（単価契約７月分）
4,536

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理業務用　Bフレッツ回線使用料の支出について(６月分）
6,231

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用研究検査用ILL文献複写料（第１四半期）の支出について
18,730

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　平成26年度公衆衛生情報研究協議会の加入に係る会費の支出について
8,000

人事室 総務課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 一般事務用　電話配線作業業務委託にかかる経費の支出について
38,448

人事室 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,300

人事室 総務課 平成26年07月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
200

人事室 総務課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　新聞の購読にかかる経費の支出について（４～６月分）
61,971

人事室 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（６月分）
35,051

人事室 人事課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　第３回大阪市人事監察委員会退職管理部会にかかる管外出張経費の支出について
28,840

人事室 人事課 平成26年07月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 大阪市職員定期健康診断受診票（１種）ほか４点印刷にかかる経費の支出について
130,515

人事室 人事課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年5月実績分）
8,730

人事室 人事課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年5月実績分）
800
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人事室 人事課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員衛生管理用　衛生管理者試験受験予定者講習会で使用するテキストの購入にかかる経費の支出について（平成26年6月11日実施分）
46,656

人事室 人事課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事事務用　市章入りバッジ（タイタック式）の作成経費の支出について
243,000

人事室 人事課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成26年5月分）
51,895

人事室 人事課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成26年5月分）
720

人事室 人事課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年5月分）
672,210

人事室 人事課 平成26年07月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年5月分）
1,440

人事室 人事課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成26年6月開催分）
237,650

人事室 人事課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　専門委員（部長昇任面接）にかかる報酬等の支出について（平成26年6月分）
8,730

人事室 人事課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　専門委員（部長昇任面接）にかかる報酬等の支出について（平成26年6月分）
920

人事室 人事課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成26年6月開催分）
1,880

人事室 人事課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年6月分）
9,762

人事室 人事課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（6月分）
10,950

人事室 人事課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託にかかる経費の支出について(6月分）
15,120

人事室 人事課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 人事事務用　再就職等規制違反に関する外部通報窓口設置運営業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期分）
162,000

人事室 人事課 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談室の管理費及び修繕積立金の支出について（7月分）
233,673

人事室 人事課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　特別旅費 職員衛生管理用　第８７回日本産業衛生学会にかかる管外出張旅費の支出について
32,940

人事室 人事課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナーの購入経費の支出について
70,848

人事室 人事課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成26年４月実施分）
1,854,090

人事室 人事課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　セクシュアルハラスメント専門相談員にかかる報酬等の支出について（平成26年5・6月分）
90,000

人事室 人事課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内出張交通費の支出について（６月分）
10,398

人事室 人事課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（6月分）
1,747

人事室 人事課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　セクシュアルハラスメント専門相談員にかかる報酬等の支出について（平成26年5・6月分）
392

人事室 人事課 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 平成26年度ヴィアーレ大阪売却及び賃貸の可能性検討業務にかかる経費の支出について
345,600

人事室 人事課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 人事事務用　平成26年度大都市職員定数事務担当者会議にかかる参加費の支出について
3,000

人事室 人事課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　平成26年度大都市職員定数事務担当者会議にかかる管外出張経費の支出について
90,820

人事室 人事課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 平成26年度　安全衛生推進者養成講習会の実施並びに同所要経費の支出について
1,680

人事室 人事課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成26年7月請求分）
2,956

人事室 人事課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入所要経費の支出について（平成26年6月分）
55,706

人事室 人事課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度　安全衛生推進者養成講習会の実施並びに同所要経費の支出について
12,000

人事室 人事課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成26年6月分）
20,758

人事室 人事課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成26年6月分）
360

人事室 給与課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成26年５月分）
940

人事室 給与課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別職報酬等審議会（第４回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
166,355

人事室 給与課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 大阪市特別職報酬等審議会（第４回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
40,840

人事室 給与課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成26年６月分）
1,040

人事室 給与課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　加除式書籍購入概算契約にかかる経費の支出について（株式会社ぎょうせい　公務員給与事務提要　ほか２件）第１四半期分
34,974

人事室 管理課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用強力パンチ用パイロット刃ほか１０点購入経費の支出について
25,131

人事室 管理課 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　電話料金の支出について（６月分）
7,243

人事室 管理課 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 補償、補填及賠償金　源泉徴収立替金 源泉所得税徴収不足額【再調査分】の納税にかかる支出について
575,540

人事室 管理課 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（７月７日支払分）
930,000

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
43,996

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
1,015,293

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
1,554,471

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
7,921,193

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
39,015

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
3,534,663

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
135,351

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
370,075
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人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
675,837

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
1,996,663

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
2,614,329

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
342,927

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
5,369,140

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
168,264

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
232,470

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
1,690,632

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
1,096,740

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
185,436

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
126,630

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
141,750

人事室 管理課 平成26年07月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
103,950

人事室 管理課 平成26年07月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
1,595,561

人事室 管理課 平成26年07月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
178,740

人事室 管理課 平成26年07月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２５年度確定及び平成２６年度概算労働保険料の支出について
124,361

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（６月分）
32,007

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託費の支出について（５月分）
32,054,233

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　Ｈ21年度総務局（総務事務管理担当）庁内情報利用パソコン等機器一式継続借入にかかる経費の支出について（６月分）
3,348

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長の実施及び同経費の支出について（６月分）
142,646

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（６月分）
871,452

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム用端末機器等借入経費の支出について（６月分）
1,070,517

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器借入（継続）の支出について（６月分）
113,184

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務センター用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（６月分）
23,544

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（６月分）
23,652

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファクシミリ借入（継続）経費の支出について（６月分）
356

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
114,576

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２６年７月払　扶助料の未済給付について
78,734

人事室 管理課 平成26年07月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（６月分）
7,884

人事室 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２６年７月払　退職手当の支出について（１０１）
110,255,220

人事室 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２６年７月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
376,867

人事室 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２６年７月払　退職手当の支出について（２１０）
8,041,255

人事室 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２６年７月払　失業者の退職手当の支出について（２１０）
131,054

人事室 管理課 平成26年07月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２６年７月払　退職手当の支出について（１５０）
7,941,849

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,901,596

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
10,210,408

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
414,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
1,812,105

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
588,050

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
903,968

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
63,560

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
311,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,368

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,370

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成26年7月　給与の支給について
3,608,602

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
34,351,863

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
37,258,004

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
39,015,904
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
14,036,993

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
10,723,708

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
14,969,472

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
11,128,998

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
29,682,203

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
486,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,564,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
589,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,327,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
341,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,477,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
491,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,124,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
2,019,030

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
5,828,657

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,800,861

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
2,632,980

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
2,522,834

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
1,958,806

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,507,401

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,736,410

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
860,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
4,795,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
626,050

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,758,266

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
2,262,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,097,250

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,876,066

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
956,650

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
130,152

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,264,016

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,538,402

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
786,754

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
446,794

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
650,092

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,002,147

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,407,168

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
658,740

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
929,720

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,081,872

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
605,473

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
70,030

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
223,090

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
75,210

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
262,170

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年7月　給与の支給について
424,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
171,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
325,500
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
592,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
908,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
657,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
330,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
391,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
742,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
22,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年7月　給与の支給について
123,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年7月　給与の支給について
691,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,256,961

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,381

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,240

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター機械警備業務（継続）経費の支出について（６月分）
21,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器保守業務委託（継続）の実施及び同経費の支出について（６月分）
827,820

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（６月分）
2,159,784

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（６月分）
215,956

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（６月分）
40,262

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
750,907

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,617

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,061

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
586,791

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,395

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,460

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,776,828

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
52,530

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
989,836

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,824

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
378,435

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,418,277

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,363

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
68,322

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
197,607

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,160

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
560,312

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,444

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
360

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
63,508,139

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,995,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
11,293,892

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
4,137,250

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
5,419,563

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,403,469

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
862,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
326,984

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
994,415
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,640

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,875,650

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
278,640

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
246,825

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
44,522,832

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
35,129,545

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
40,834,562

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
40,432,568

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
41,146,679

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
32,988,522

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
34,322,761

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
43,011,996

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
38,273,793

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
34,631,193

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
38,929,806

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
61,041,990

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
45,766,406

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
61,144,943

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
39,372,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
63,583,237

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
51,388,698

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
40,539,965

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
69,274,306

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
51,979,239

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
80,770,459

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
112,590,251

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
56,136,725

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
41,912,612

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,260,657

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
2,519,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,515,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,101,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,444,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,316,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,071,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,370,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,267,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,070,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,527,309

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
2,083,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,459,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,329,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
2,309,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,229,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,596,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,350,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,820,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,485,000
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,894,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
3,444,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,431,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
2,152,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,613,149

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
9,466,618

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
5,713,204

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,009,336

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,936,373

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
5,923,326

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
7,355,956

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,533,852

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
5,972,247

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
7,607,223

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
7,023,828

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
7,734,366

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,903,230

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,940,586

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
10,738,493

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
13,513,822

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
8,734,863

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
10,277,642

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
8,760,489

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
7,132,898

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
11,634,054

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,740,406

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
10,372,799

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
18,783,091

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年7月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,840,425

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,749,225

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,472,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,566,825

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,465,450

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,323,625

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,240,025

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,312,225

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,294,450

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,445,225

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,319,825

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,373,748

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,506,025

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,323,625

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,404,650

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,742,850

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,380,625
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,433,825

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,612,425

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,210,850

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
2,053,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
5,505,544

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,995,636

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,630,168

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,720,822

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
4,117,889

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,595,874

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
8,256,064

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,431,694

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
13,998

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,882,482

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
4,364,230

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
4,698,027

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,294,819

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
4,561,540

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,281,065

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
5,339,126

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,324,898

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,166,347

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
5,455,081

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,392,533

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,573,154

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,302,644

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,770,272

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
8,842,141

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,966,565

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
266,616

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
744,381

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
734,542

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
427,851

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
662,610

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
878,054

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
425,011

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
885,810

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
587,195

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
399,450

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
574,334

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
431,896

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
433,090

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
456,607

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
829,190

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
997,160

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,115,919

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
358,569
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
278,477

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
351,452

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
492,601

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
675,627

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
509,790

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
2,068,130

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,580

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,520

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
5,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,040

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
5,480

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,790

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
8,510

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
810

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,380

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
630

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,420

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,740

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,610

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,160

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
4,890

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,637,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
617,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
668,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
653,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
846,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
566,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
684,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
917,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
403,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
961,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,049,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,126,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,814,257

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
767,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,003,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
754,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,269,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
845,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,232,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
2,443,100
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
911,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,043,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,350,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,049,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
68,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
48,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
38,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成26年7月　給与の支給について
15,077

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成26年7月　給与の支給について
41,532

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年7月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年7月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年７月払　公務災害等休業補償費の支給について（生野区役所）
97,920

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,380,680

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,259,175

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,828,335

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
983,397

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,934,048

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
84,623

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,358,224

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,957,270

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
207,678

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,340,785

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
222,832

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
375,208

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
971,815

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,315,445

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
990,448

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
415,543

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,350,260

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
962,383

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
207,777

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
937,409

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
233,568

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
576,117

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,468,173

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
998,007
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,913

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
762,690

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,755,485

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,934

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
952,863

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
201,759

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
414,073

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
181,530

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,688,103

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,731,226

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,361

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
207,754

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,726,298

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,531,021

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,361,086

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,010

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
938,428

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,827,127

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,109

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
984,852

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
449,836

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,555,519

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,918,472

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
489,064

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,543,323

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
280,823

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
104,020

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,204

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,980

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,978

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
107,428

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
87,702

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
229,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
103,321

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
78,857

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
163,514

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,458

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
117,543

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
125,472

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
218,382

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
76,543

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,924

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,961

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,022

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,986

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,295

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
64,234
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,777

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,581

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,896

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,853

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
145,122

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
116,730

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
53,833

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,360

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,688

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,742

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
107,949

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
48,898

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,890

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
42,234

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
104,699

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,470

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,580

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
148,837

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,527

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,465

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,436

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,944

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
51,590

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
42,816

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
102,703

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,870

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,417

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,907

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,035

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,280

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
480

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
34,248,331

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,152,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
5,966,136

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,642,550

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,617,057

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,415,870

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
871,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,204,180

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
198,535

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,627

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
288,824,591

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
531,600
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
177,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
177,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,063,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
10,304,708

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
167,850

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
48,484,243

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
27,975

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
27,975

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
5,085,350

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
16,357,739

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
10,104

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
23,904

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
12,399

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
28,249
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
18,702

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
27,079

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,703

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
9,618

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,703

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
48,896

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
6,466

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,467,438

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
14,012

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
12,706

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
21,804

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
9,280

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
43,553

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
24,234

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
24,596

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
13,815

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
15,733

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
27,186

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
32,163

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
166,979

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
5,841,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,388,975

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,557,328

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,197

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
127,784

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
364,094

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,219,035

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,984,907

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,630,529

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,641,841

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,260,381

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,539,002

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
195,871

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
399,834

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
148,224

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,319

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
69,922

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,248

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
100,406

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
71,965

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
430,098

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
63,863,845

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
2,536,580

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
11,318,387

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
3,594,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
5,651,518

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,129,360
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,767,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
172,582

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,480,704

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
635,321

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
288,882

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,006,197

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,282

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成26年7月　給与の支給について
690,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
333,583

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
21,091,444

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
667,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
3,815,406

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,507,288

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
579,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
61,877

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
207,790

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
295,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,109

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,310

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,326,023

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,403,689

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,499,143

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,094,859

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
650,162

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,430,448

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,626,272

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
571,299

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,867,086

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,460,072

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,374,240

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,002,731

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,607,148

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,085,029

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,456,153

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
723,493

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,301,627

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
721,360

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
864,005

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
912,752

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,538,484

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
37,773,856

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,956,910

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
131,349,719

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
634,992

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
977,029

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
26,300
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
4,780,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,033,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
46,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
54,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
58,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
58,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
100,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
86,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
52,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
60,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
22,825,611

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
243,435

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
152,506

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
255,795

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
132,315

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
103,877

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,211,885

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
99,627

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
140,265

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
176,441

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
263,572

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
131,970

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
284,508

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
348,133

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
92,145

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
289,725

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
209,355

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
251,989

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
258,255

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
196,020

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
269,490

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
245,685

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
334,680

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
228,246

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
285,784
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
208,935

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年7月　給与の支給について
742,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年7月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
40,850

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,403,150

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
5,699,050

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
492,448

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
17,040,871

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
58,630

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
49,180

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
569,680

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
132,940

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
25,140

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
64,140

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
6,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
49,830

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
31,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
2,832,296

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年7月　給与の支給について
2,202,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年7月　給与の支給について
769,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,471,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
509,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
20,800
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
2,892,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
632,261

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
181,530

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
969,947

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
195,528

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
160,057

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,727

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,280

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,255,872

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
392,361

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,554

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
207,740

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,627,969

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
595,767

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,510

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,812

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,855

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
69,614

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,589

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
720

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,540

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,040

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,586

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,803

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
783,177

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
380

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
280,790

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,609,924

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
496,546

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,040

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,050

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,849,209

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,366,665

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
401,351

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,227,132

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,015

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,140

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
373,633
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,297,242

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,395,716

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,598

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
880

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,018,806

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,946,325

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,745

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
193,027,826

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
6,663,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
33,541,979

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年7月　給与の支給について
355,573

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
9,372,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
7,644,139

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,932,742

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年7月　給与の支給について
6,871,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
111,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
4,349,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
47,238

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,977,573

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,465

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
296,181

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,610

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
760,740

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
79,597

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,257

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,802,989

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,920

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
88,612

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,260

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
413,110

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,343

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,797,817

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
871,905

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,951

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,440

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
792,811

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,411

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,057,251

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
74,690

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
138,816,847

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
176,716,657

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
168,549,433

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
3,854,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
3,876,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
4,283,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
23,578,299

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
27,122,944

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
28,397,898
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年7月　給与の支給について
840,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年7月　給与の支給について
11,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
4,898,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
28,028,448

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
9,685,850

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
9,544

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
8,911,815

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,534,763

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,052,243

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,506,347

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年7月　給与の支給について
406,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
3,424,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
3,241,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
2,973,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
93,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
438,544

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
407,884

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
375,384

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,889,137

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,819

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,064,922

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,740

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
622,849

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,872

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,636

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,680

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,860

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,540

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,699,734

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,118,157

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
849,034

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,913,941

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,909,162

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
235,472

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
133,220

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
92,240

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
128,930

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,693,689

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
366,331

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
164,930

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,540

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,114,711

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
258,625

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
409,844

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,037,425

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,314,691

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,885,039
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,458

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,420

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200,290

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,980

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,790

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,591,651

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
956,572

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
691,466

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
90,994

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
810,722,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
47,601,281

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
135,907,036

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
6,948,842

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
20,013,659

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
18,952,349

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
30,950,370

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
13,240,196

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
22,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成26年7月　給与の支給について
115,990

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,480,552

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年７月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
68,696

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年７月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
277,482

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
313,382

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,180

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
236,699

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,163

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,811,332

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
298,320

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
95,168,390

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
3,386,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
17,086,504

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
61,071

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
6,724,290

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
76,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,768,124

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
2,767,958

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,849,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
22,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
380,424

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,324,543

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,782

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,767

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,945

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,360

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
660

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,000
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
197,168

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
665,129

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,760

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　委員旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
420

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
144,649

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
538,180

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,841

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
144,843,827

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
105,108,486

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
197,560,913

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
7,904,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
11,660,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
4,837,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
18,175,606

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
33,517,342

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
24,639,165

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
2,340,125

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
2,158,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
3,539,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,715,412

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,551,115

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
10,471,890

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,768,142

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
3,223,461

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,996,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
220,510

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
121,150

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
2,592,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
3,046,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
2,466,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
44,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成26年7月　給与の支給について
9,722

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
395,583

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年7月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
913,727

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
567,564

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
752,304

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
811,838

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
219,034

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,285

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,290

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,110

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,960

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
435,883

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,440

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
128,434
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
89,703,210

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
3,714

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
4,694,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
28,230

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
15,704,872

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
33,385

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
3,585,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,898,057

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,644,151

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,160

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,493,909

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
319,552

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
67,112,312

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
2,510,814

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
11,652,260

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
2,773,050

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,933,327

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,406,640

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,392,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,684

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,473,311

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
221,380

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
961,831,005

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
51,765,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
163,845,631

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年7月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
10,497,068

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
52,719,818

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
31,794,968

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
20,213,650

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
22,188,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
17,112,278

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年7月　給与の支給について
854,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
563,334

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,773,858

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
150,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,659

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
212,849

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,892,915

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
303,940

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
660,376

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
176,020

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
200,618,167

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
6,454,427

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
32,285,099

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
13,263,140
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
18,599,372

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,723,632

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
2,993,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
613,446

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
903,803

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,912,442

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
621,520

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
807,034

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,848,174

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,186,740

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,500,096

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,840

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
297,733

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
64,750

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,090

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,520

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
114,660

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,754

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,370,898

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
216,033

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,452

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,363

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,031,140

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
840,050

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,776,445

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,016

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,290,114

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
109,059

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
883,857

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,992

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
919,623

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
89,545

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,544

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,580

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
269,438

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,238,589

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,290

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
443,412

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
560

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
645,106

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
808,028

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,360

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,660,935

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
66,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
304,380

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
101,302
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,639,176

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
488,055

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
583,166

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
101,110

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,840

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
840

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,184,246

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
353,850

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,052,764

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,570

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,050,114

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
172,640

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,080

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
582,546

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,922

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,530

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
27,233,713

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
13,927,489

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
596,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,808,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
4,736,035

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
2,415,753

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
561,450

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
520,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,190,531

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
408,989

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
1,149,605

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
235,472

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
223,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
452,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
8,091,494

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
232,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
1,427,960

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
464,550

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,535,250

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
95,570

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
140,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
342,490

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,184,952

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
41,680,697

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,811,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
7,149,433

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,226,450

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
16,740

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,830,278

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
884,812

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
865,100
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
54,924

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,437,791

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
250,663

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
174,969

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
6,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,240

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,117

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
186,318

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,692

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
377,036

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
192,328

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,274

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,608,601

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
27,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
256,104

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
301,904

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
201,328

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
196,404

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,780

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,840

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,580

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,280

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,920

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,120

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,410

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
720

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
725,851

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
40,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
120,120

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
67,888

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
45,360

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
511,955

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
80,835

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
31,851

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,332

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,188

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,314,208

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
197,001

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,100
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
165,930

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,310

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,970

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,432,727

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
232,821

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
13,001

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
85,740

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
250,325

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
39,525

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
33,348

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
362,830

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,806

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
56,139,536

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
3,307,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
9,336,899

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,808,168

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
885,583

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
30,690

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
1,056,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
404,785

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,715

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,710,580

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
255,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
623,427

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
343,293

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
6,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
11,470

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
59,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
38,021,005

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,586,514

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
6,525,846

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
1,094,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
3,250,406

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
876,915

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
767,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
196,002

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
8,158,924

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
298,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
1,435,412

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
428,450

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
240,305

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
391,820

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
178,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
849,650
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人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
134,610

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
8,712

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
14,388,616

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
428,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
2,521,454

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
785,650

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,139,340

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
145,160

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
286,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
394,672

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
410,682

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,818

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,626,666

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,688

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,243,520

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,544

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,710

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,039

人事室 管理課 平成26年07月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
172

人事室 管理課 平成26年07月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
128,168

人事室 管理課 平成26年07月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,800

人事室 管理課 平成26年07月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,745

人事室 管理課 平成26年07月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
568

人事室 管理課 平成26年07月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
4,171,207

人事室 管理課 平成26年07月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
223,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
725,550

人事室 管理課 平成26年07月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
137,750

人事室 管理課 平成26年07月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
788,986

人事室 管理課 平成26年07月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
12,570

人事室 管理課 平成26年07月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
160,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
779,736

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
2,979,295

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,560,028

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,574,514

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,078,441

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
2,861,669

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
2,836,236

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
5,549,847

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
5,283,810

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,069,207

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
6,180,665

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
4,240,069

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,115,094

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,492,771

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
7,164,674

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,478,245

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
5,966,519

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
4,677,141
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人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
5,299,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
5,143,224

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,556,020

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,007,942

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
12,688,113

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,526,446

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,051,044

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,075,572

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
192,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
120,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
113,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
71,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
161,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
106,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
119,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
140,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
114,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
188,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
108,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
121,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
88,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
80,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
72,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
120,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
128,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
354,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
147,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
38,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
179,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
99,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
564,778

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
489,490

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
472,437

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
592,273

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
899,604

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
1,159,248

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
863,186

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
690,961

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
772,819

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
502,375

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
563,777

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
994,916

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
572,336

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
521,708

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
480,090
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人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
852,982

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
857,398

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
590,019

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
494,445

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
504,014

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
496,884

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
2,128,554

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
565,824

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
971,727

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
506,511

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
270,750

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,997,036

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
175,890

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
63,230

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
77,440

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
64,732

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
27,620

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
80,410

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
8,187

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
34,250

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
70,690

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
8,809

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
20,809

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
75,313

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
810

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
5,763

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
17,730

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
118,690

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
25,906

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
142,063

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
114,531

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
251,438

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
11,223

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
82,705

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
86,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500
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人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
254,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
178,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
420,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
75,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
108,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
99,560

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,097,297

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,358,898

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,418,053

人事室 管理課 平成26年07月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
383,945

人事室 管理課 平成26年07月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
25,280,777

人事室 管理課 平成26年07月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
1,410,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
4,260,981

人事室 管理課 平成26年07月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
279,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
255,630

人事室 管理課 平成26年07月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
681,037

人事室 管理課 平成26年07月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
1,044,710

人事室 管理課 平成26年07月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
886,871

人事室 管理課 平成26年07月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年７月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
21,028

人事室 管理課 平成26年07月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年７月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
8,472

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
657,909

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
979,492

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
747,531

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,362,470

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
766,370

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
802,853

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
612,376

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
567,975

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
369,755

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
604,804

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
632,635

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
560,132
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人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
477,806

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
714,382

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
804,449

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
866,004

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,137,793

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,085,181

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
616,373

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
354,507

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
794,579

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
602,547

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
955,256

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
785,328

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
842,426

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
52,600

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
40,400

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
31,400

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
92,610

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
150,318

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
221,257

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
125,610

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
136,710

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
98,160

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
57,291

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
100,905

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
139,088

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
91,425

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
103,786

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
170,056

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
187,621

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
96,441

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
114,832
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人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
138,900

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
97,185

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
77,925

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
102,390

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
132,180

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
118,545

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
134,190

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
131,850

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
156,000

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
58,950

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
541,782

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
32,280

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
91,260

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
57,140

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
58,140

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
23,200

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
21,500

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
21,400

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
68,300

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,467

人事室 管理課 平成26年07月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
190,710

人事室 管理課 平成26年07月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
741,046

人事室 管理課 平成26年07月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
119,925

人事室 管理課 平成26年07月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
413,588

人事室 管理課 平成26年07月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,980

人事室 管理課 平成26年07月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,226,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
172,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
586,195

人事室 管理課 平成26年07月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
209,950

人事室 管理課 平成26年07月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
42,638

人事室 管理課 平成26年07月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
660,794

人事室 管理課 平成26年07月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
108,435
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人事室 管理課 平成26年07月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
188,078

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
937,175

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,086,739

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
2,344,166

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
21,068,345

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,898,324

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,812,924

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,431,852

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,704,730

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,152,764

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,630,195

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,636,032

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,580,690

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
2,111,216

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,613,639

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,686,556

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
2,739,034

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,710,243

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,212,178

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,739,604

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,937,187

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
2,586,078

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,397,824

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
2,975,139

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
1,885,121

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年7月　給与の支給について
3,028,781

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
794,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
73,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
51,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
33,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
19,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
19,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
45,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
57,900

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
86,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
40,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
47,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
72,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
45,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
99,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
99,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
107,800
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人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
38,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年7月　給与の支給について
101,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
254,521

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
451,582

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
313,390

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
306,232

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
152,220

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
278,053

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
236,965

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
264,690

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
274,035

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
190,980

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
174,789

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
511,876

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
279,380

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
301,548

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
3,520,949

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
547,474

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
264,848

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
348,675

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
487,475

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
283,809

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
427,270

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
602,453

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
478,531

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
389,084

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年7月　給与の支給について
312,795

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年7月　給与の支給について
331,550

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
2,358,711

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
47,630

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
11,404

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
12,100

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
161,350

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
63,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
12,866

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
7,300

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
144,340

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
40,040

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
69,660

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
97,800

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
126,230

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
45,580

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年7月　給与の支給について
200,560
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人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年7月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
25,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
461,400

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
103,200

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年7月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
368,550

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,308,316

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,980

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,963

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,248

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
410,816

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
628,009

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,562

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,353

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,068

人事室 管理課 平成26年07月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,190

人事室 管理課 平成26年07月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（６月分）
74,355

人事室 管理課 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムソフトウェア一式に係る賃貸借経費の支出について（６月分）
50,400

人事室 管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（６月分）
27,826

人事室 管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用インターネット回線使用料の支出について（６月分）
95,084

人事室 管理課 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 備品購入費　庁用器具費 総務事務管理用引き違い書庫購入経費の支出について
35,445

人事室 管理課 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用コピー代の支出について（６月分）
81,842

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
2,347,129

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
65,555

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
45,075,240

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
1,080,261

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（６月分）
594,185

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　光電話料金の支出について（６月分）
168,661

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（８月分）
894,892

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
13,520,706

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
2,342,162

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
278,389,396

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
9,972,616
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人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
7,862,415

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
62,634

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
66,712,020

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
5,444,239

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
15,224,897

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
173,595

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
118,513

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
5,057,742

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
46,675,286

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
255,795

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
45,230,554

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
645,325

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
114,178,947

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
1,345,598

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
193,351,438

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
1,765,584

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
23,064,597

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
538,741

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
102,223,370

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
7,018,866

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
21,696,800

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
15,797,111

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
351,131

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
225,159,347

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
2,431,740

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
46,892,111

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
1,307,254

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
3,997,976

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
213,856

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２６年７月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,000

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
9,546,012

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
308,939

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
1,918,375

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
9,903,943

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
131,109

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
344,066

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
375,785

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
166,823

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
117,791

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
343,301

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
57,596

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
13,532,533

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
871,827

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
8,951,864

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
62,635

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
1,942,393

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
201,233

人事室 管理課 平成26年07月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
3,380,476
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人事室 管理課 平成26年07月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
969,019

人事室 管理課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
25,416,374

人事室 管理課 平成26年07月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
1,691,803

人事室 管理課 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
5,942,621

人事室 管理課 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
193,744

人事室 管理課 平成26年07月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
4,523,642

人事室 管理課 平成26年07月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
170,503

人事室 管理課 平成26年07月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
772,488

人事室 管理課 平成26年07月31日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
155,070

人事室 管理課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年７月払　共済費事業主負担金の支出について
16,676,708

人事室 管理課 平成26年07月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年６月分厚生年金健康保険料の納付について
187,317

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 階層別研修用　平成26年度新任課長研修の講師謝礼金の支出について（第1回）
23,280

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(５月分)
323,555

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（５月分）
20,279

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（４、５月分）の支出について（一般事務用）
247,746

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（４、５月分）の支出について（一般事務用）
95,516

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（４、５月分）の支出について（一般事務用）
173,114

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（４、５月分）の支出について（一般事務用）
172,766

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,147

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　食糧費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
356

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度新任課長研修にかかる講師謝礼金の支出について（第２回）階層別研修用
75,260

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度新任課長代理級研修にかかる講師謝礼金の支出について（階層別研修用）
98,540

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度セクシュアルハラスメント防止指導者養成研修にかかる講師謝礼金の支出について（人権問題研修用）
196,040

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費
セクシュアルハラスメント防止指導者養成研修用書籍「新・職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために　ほか１点」の購入に係る経費の支出について（人権問題研
修用 56,100

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（６月分）
64,282

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（６月分）
6,784

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（６月分）
40,922

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（６月分）の支出について（一般事務用）
123,873

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（６月分）の支出について（一般事務用）
47,758

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（６月分）の支出について（一般事務用）
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（６月分）の支出について（一般事務用）
86,384

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（４～６月分）一般事務用
2,068,440

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（４～６月分）一般事務用
802,554

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（４～６月分）一般事務用
1,722,162

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（４～６月分）一般事務用
1,735,644

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費支出について（６月分）一般事務用
156,492

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（６月分）
66,612

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(６月分)
393,646

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話回線使用料の支出について（６月分）
15,103

人事室 職員人材開発センター 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用インターネット回線使用料の支出について（６月分）
18,144

経済戦略局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第１部 大学費 大学費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の支出について（第2回／全4回）
3,048,733,250

経済戦略局 総務課 平成26年07月01日 一般会計第２部 教育事業費 大学整備費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の支出について（第2回／全4回）
50,000,000

経済戦略局 総務課 平成26年07月04日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（５月分）
6,998

経済戦略局 総務課 平成26年07月07日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援担当所管用地の現状確認にかかる出張経費の支出について
9,080

経済戦略局 総務課 平成26年07月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度指定都市経済局庶務担当課長会議に係る会議費の支出について
6,000

経済戦略局 総務課 平成26年07月10日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
820

経済戦略局 総務課 平成26年07月15日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、６月分）の支出について
14,525

経済戦略局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用　特別参与報酬（平成26年5月）の支出について
8,730
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経済戦略局 総務課 平成26年07月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用　特別参与報酬（平成26年5月）の支出について
64,960

経済戦略局 総務課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　会費 中央卸売市場防火防犯交通協力会費にかかる支出について
8,000

経済戦略局 総務課 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（５月分）
146,609

経済戦略局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境カラープリンター一式長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
19,641

経済戦略局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
166,117

経済戦略局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
62,777

経済戦略局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（６月分）
41,823

経済戦略局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（６月分）
246,986

経済戦略局 総務課 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（６月分）
70,394

経済戦略局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
684

経済戦略局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
12,146

経済戦略局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（６月分）
107,710

経済戦略局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（６月分）
4,354

経済戦略局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（６月分）
570,854

経済戦略局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（６月分）
247,782

経済戦略局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（８月分）
3,780,032

経済戦略局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（８月分）
6,280,803

経済戦略局 総務課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（７月分）
2,297,087

経済戦略局 総務課 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（６月分）
21,131

経済戦略局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成26年度中央卸売市場本場庁舎清掃（経済戦略局・建設局）業務委託にかかる経費の支出について（４月～６月分）
120,651

経済戦略局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（６月分）
540

経済戦略局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（６月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成26年07月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平成26年度中央卸売市場本場庁舎清掃（経済戦略局・建設局）業務委託にかかる経費の支出について（４月～６月分）
58,899

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞買入経費の支出について（４～６月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞買入経費の支出について（４～６月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞・日本経済新聞買入経費の支出について（４～６月）
76,914

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞買入経費の支出について（４～６月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
31,601

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（６月分）
6,998

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（６月分）の支出について
105,520

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（６月分）
62,378

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟、FAX分）一般事務用電話代の支出について（６月分）
3,404

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
5,083

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
4,994

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（６月分）
82,115

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
700

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
4,419

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）通信サービス経費の支出について（６月分）
6,998

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（東京公舎）にかかる賃借料の支出について（平成２６年８月分）
210,000

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 備品購入費　庁用器具費 経済戦略局ATC庁舎（O’ｓ棟南館４階）事務室用据置型耐火金庫買入経費の支出について
162,000

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（７月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
64,735

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
1,756

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
4,408

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
30,628

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
2,826

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
1,500

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
492
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経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局公舎（大阪公舎）にかかる賃借料の支出について（平成２６年８月分）
128,000

経済戦略局 総務課 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（６月分）
82

経済戦略局 施設整備課 平成26年07月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる５月分の支出について
16,951

経済戦略局 施設整備課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる６月分の支出について
16,710

経済戦略局 施設整備課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる６月分の支出について
18,452

経済戦略局 施設整備課 平成26年07月22日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費にかかる６月分の支出について
51,315

経済戦略局 企画課 平成26年07月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（５月分）
19,690

経済戦略局 企画課 平成26年07月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 第５８回近畿６府県観光情報交換会への出張旅費の支出について(平成２６年６月４日分）
28,840

経済戦略局 企画課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度指定都市経済局長会議に係る出席負担金（会議費）の支出について
6,000

経済戦略局 企画課 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 「世界の都市総合力ランキング　Global Power City Index YEARBOOK 2013」の買入にかかる経費の支出について
15,120

経済戦略局 企画課 平成26年07月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度産業振興・中小企業支援施策の企画推進サポート業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
3,849,685

経済戦略局 企画課 平成26年07月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　使用料 企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託長期継続にかかる支出について（平成26年6月分）
243,000

経済戦略局 企画課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 中小企業対策審議会事務用賞状丸筒および手提紙袋の購入経費の支出について
3,769

経済戦略局 観光課 平成26年07月11日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（４月分）
161,274

経済戦略局 観光課 平成26年07月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業予定者選定委員会の開催に伴う報償金の支出について
79,555

経済戦略局 観光課 平成26年07月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪・光の饗宴（特別プログラム）の実施にかかる分担金の支出について（１回目／全２回）
103,200,000

経済戦略局 観光課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用大阪観光局事業にかかる経費の支出について（第2四半期分）
62,500,000

経済戦略局 観光課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　会費 観光事業用歴史街道推進協議会への会費の支出について
400,000

経済戦略局 観光課 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便料金（6月分）の支出について
22,785

経済戦略局 観光課 平成26年07月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 大阪城公園パークマネジメント事業予定者（指定管理予定者）選定委員会の開催に伴う報償金の支出について
68,360

経済戦略局 観光課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について
1,066

経済戦略局 観光課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用　「三都物語」コーディネート事業にかかる分担金の支出について
5,000,000

経済戦略局 観光課 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について
330

経済戦略局 文化課 平成26年07月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市文化振興事業にかかる分担金の支出について
10,348,000

経済戦略局 文化課 平成26年07月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立科学館の管理運営業務にかかる管理運営業務委託料の支出について（第２四半期分）
38,416,000

経済戦略局 文化課 平成26年07月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立美術館ほか３施設にかかる管理運営業務委託料の支出について（第２四半期分）
245,943,000

経済戦略局 文化課 平成26年07月08日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 報償費　報償金 大阪市立美術館美術資料等評価にかかる報償金の支出について
51,075

経済戦略局 文化課 平成26年07月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課業務にかかる市内出張等交通費の支出について（５月分）
46,409

経済戦略局 文化課 平成26年07月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（4月分）
41,954

経済戦略局 文化課 平成26年07月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館改革用 博物館施設の地方独立行政法人化にかかる東京への管外出張旅費の支出について
28,840

経済戦略局 文化課 平成26年07月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館改革用 博物館施設の地方独立行政法人化にかかる東京への管外出張旅費の支出について
28,840

経済戦略局 文化課 平成26年07月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 報償費　報償金 「博物館施設指定管理事業報告書」における外部専門家への意見聴取にかかる報償金の支出について
32,010

経済戦略局 文化課 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度全国美術館会議会費の支出について
30,000

経済戦略局 文化課 平成26年07月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　通信運搬費 寄贈美術品運搬等業務委託料の支出について
98,416

経済戦略局 文化課 平成26年07月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 近代美術館（仮称）美術作品等管理・学術研究用電子計算機処理システム一式借入経費の支出について（6月分）
13,608

経済戦略局 文化課 平成26年07月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（The Stone Age ヘンドリックス）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年07月22日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 平成26年度サントリーポスターコレクション作品保管業務委託料の支出について（6月分）
857,113

経済戦略局 文化課 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（６月分）
1,026

経済戦略局 文化課 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（６月分）
594

経済戦略局 文化課 平成26年07月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 平成26年度新美術館研究資料用国内雑誌の購入経費の支出について（平成26年6月分）
26,544

経済戦略局 文化課 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館施設用　大阪市立自然史博物館資料収集にかかる岡山県への管外出張旅費の支出について
12,040

経済戦略局 文化課 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 泉布観警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（４～６月分）
30,456

経済戦略局 文化課 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（baghdad cafe）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 中央公会堂活用策にかかる横浜・東京への出張に伴う経費の支出について
38,130

経済戦略局 文化課 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 中央公会堂活用策にかかる横浜・東京への出張に伴う経費の支出について
38,130

経済戦略局 文化課 平成26年07月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 大阪新美術館研究資料用海外雑誌の購入経費の支出について（７月分）
127,872

経済戦略局 文化課 平成26年07月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託料（長期継続）の支出について（6月分）
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,140
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経済戦略局 文化課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（6月分）の支出について
17,907

経済戦略局 文化課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,868

経済戦略局 文化課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立芸術創造館施設管理業務委託料の支出について（第１四半期）
6,683,000

経済戦略局 文化課 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　通信運搬費 書籍等運搬業務委託料の支出について
27,000

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進用　企業情報収集にかかる出張命令（6/18-19）及び旅費の支出について
38,840

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年4月分）
32,952

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進用　企業情報収集にかかる出張旅費（6/27）の支出について
29,560

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 「国家戦略特区」事業に関する内閣官房との打合せに係る管外出張旅費の支出について
29,240

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 「国家戦略特区」事業に関する内閣官房との打合せに係る管外出張旅費の支出について
28,840

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 「国家戦略特区」事業に関する厚生労働省との打合せに係る管外出張旅費の支出について
29,240

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年5月分）
29,262

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（５月分）
15,165

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（６月分）
140,078

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　補助金 立地推進担当用　大阪市企業・大学等立地促進助成金の支出について
242,000,000

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（６月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（６月分）
20,158

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業業務委託にかかる支出について（1回目／全4回）
17,468,013

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度ソフト産業プラザ事業業務委託にかかる支出について（第1回目／全4回）
13,918,891

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月11日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（５月分）
9,287

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度成長産業分野における事業化プロジェクト支援事業～大阪トップランナー育成事業～業務委託にかかる支出について（２回目／全４回）
25,824,776

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（７月分）
392,643

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成26年6月分）の支出について
114,943

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度ソフト産業プラザ事業業務委託にかかる支出について（2回目／全4回）
12,353,207

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業業務委託にかかる支出について（2回目／全4回）
16,588,167

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年8月分）
6,817,036

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年8月分）
16,825,142

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪環境産業振興センター（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（8月分）
18,406,440

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年7月分）
2,743,567

経済戦略局 事業創出担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 エイジレスセンター事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（8月分）
30,906,866

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年07月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　消耗品費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する乾式電子複合機（白黒）の使用にかかる経費の支出について（５月分）
17,330

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年07月08日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」の大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（平成26年5月分）
6,998

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年07月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の利用にかかる経費の支出について（６月請求分）
29,477

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
33,298

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年07月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　特別旅費 Asia Smartphone Apps Contest and Summitへの出席にかかる費用の支出について
16,800

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成26年6月分）
250,321

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成26年8月分）
2,236,878

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年07月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成26年8月分）
745,626

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（６月分）の支出について
33,878

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（７月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 国際担当 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）及び国際交流員にかかる市内出張等交通費の支出について（６月分）
9,791

経済戦略局 国際担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　海外事務所運営分担金 海外事務所の運営にかかる第２回大阪市分担金の支出について（第2四半期分）
8,620,000

経済戦略局 国際担当 平成26年07月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 委託料　委託料 平成26年度中小企業海外販路開拓総合支援事業業務委託にかかる委託料の支出について（第1回目分、第２回目分／全４回）
36,406,251

経済戦略局 国際担当 平成26年07月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について（平成26年8月分）
14,043,376

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もと購買施設（西成区）・もと北津守の里電気料の支出について（平成２６年５月１日～６月１日）
1,487

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月08日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課所管業務にかかる出張旅費の支出について（７月１０日、１１日）
101,160

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月08日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度政令指定都市商業担当課長会議出席にかかる負担金（２名分）の支出について
6,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月11日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場）業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
50,925

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もとゆとり健康創造館内電気代（平成２６年５月２０日～６月１６日分）の支出について
22,877
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経済戦略局 地域産業課 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もとゆとり健康創造館第２駐車場電気代（平成２６年５月２０日～６月１６日分）の支出について
4,090

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
10,472

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年４月分）
2,886

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業）業務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
32,018

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第2回／全4回）
167,101,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
14,116

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
1,180

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
1,144

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 工業研究所事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第2回／全4回）
9,158,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 工業研究所事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第2回／全4回）
10,438,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（地域産業）業務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
11,794

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　其他委員等旅費 地域産業課業務にかかる市内出張交通費の支出について（嘱託職員：６月分）
2,080

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 地域産業課事務用ラミネーターの購入経費の支出について
15,444

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 委託料　委託料 平成２６年度浪速西工場アパート昇降機保守点検業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期分）
60,750

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（平成２６年５月９日分）
94,575

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　費用弁償 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（平成２６年５月９日分）
4,520

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度浪速購買施設エレベーター設備保守点検業務委託にかかる支出について（４～６月分）
74,520

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（4月～6月分）
5,786,232

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 地域産業課施設管理用ごみ袋外4点の購入経費の支出について
10,324

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 日刊工業新聞（平成２６年４月～６月）買入にかかる支出について
14,163

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　光熱水費 第３浪速東（北）工場アパート電気代（平成２６年６月分）の支出について
2,571

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市大規模小売店舗立地審議会議事録作成業務委託費用の支出について（5月9日開催分）
27,540

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度もと玉出公設市場機械警備業務委託にかかる支出について（６月分）
51,300

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度もと購買施設（西成区）・もと北津守の里機械警備業務委託にかかる支出について（６月分）
41,003

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 需用費　消耗品費 日本農業新聞（平成２６年４～６月）買入に係る経費の支出について
7,869

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成２６年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託にかかる委託料の支出について（平成２６年６月分）
34,992

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 「日経流通新聞（平成２６年４月～６月）買入」にかかる支出について
6,291

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（4月～6月分）
204,531

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度大阪府北部農業共済事業分担金の支出について
1,398,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もと購買施設（西成区）・もと北津守の里電気料の支出について（6月2日～6月30日）
1,342

経済戦略局 地域産業課 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 第２浪速東工場アパートシャッター修繕にかかる経費の支出について
172,800

経済戦略局 農業委員会 平成26年07月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 農地対策事業用所有農地及び耕作地等に関する申告書の返信用切手買入経費の支出について
10,578

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月04日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　船車修繕料 平成２６年度　計量器定期検査業務用　中型衡器検査車搭載クレーン点検整備にかかる経費の支出について
29,160

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度全国特定市計量行政協議会会費の支出について
18,000

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月10日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用　複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（４月分）
6,325

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用　複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（５月分）
4,323

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（６月分）
2,578

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（６月分）
5,159

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成２６年６月分）
114,447

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（５月分）
6,998

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（６月分）
48,300

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（６月分）
21,882

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 平成２６年度特定計量器定期検査業務の委託料にかかる支出について（２回目／全４回）
9,121,950

経済戦略局 計量検査所 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（６月分）
324

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度 政令指定都市中小企業支援担当課長会議にかかる会費の支出について
8,000

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(４月分)の支出について
13,164

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成26年5月分　城東区5月15日実施分）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成26年5月分　生野区5月30日実施分）
11,400
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経済戦略局 企業支援課 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成26年5月分　平野区5月27日実施分）
34,200

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成26年5月分　生野区5月20日実施分）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成26年5月分　生野区5月19日実施分）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度「創業・新事業創出・経営革新支援事業」にかかる交付金の支出について（第2回目 7月～9月分）
85,657,000

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（４月分）
7,338

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成26年4月分）
6,998

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（４月分）
16,868

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 委託料　委託料 大阪産業創造館施設管理運営事業にかかる委託料の支出について（２回目/全４回）
72,078,332

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成26年5月分）
6,998

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(５月分)の支出について
13,813

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用朝日新聞外１紙購入経費の支出ついて（平成２６年４月～６月分）
26,274

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用読売新聞購入経費の支出について（平成２６年４月～６月分）
12,111

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（６月分）
1,102

経済戦略局 企業支援課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（６月分）
2,580

経済戦略局 金融課 平成26年07月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 金融課事務参考用　金融（平成２６年４月～平成２７年３月分）の購読にかかる支出について
7,116

経済戦略局 金融課 平成26年07月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度　政令指定都市金融主管会議にかかる出席者負担金の支出について（平成２６年７月１７日～１８日実施分）
6,000

経済戦略局 金融課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 金融課事務参考用　産経新聞（平成２６年４月～平成２６年６月分）の購読にかかる支出について
12,111

経済戦略局 金融課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 金融課事務参考用　毎日新聞・日本経済新聞（平成２６年４月～平成２６年６月分）の購読にかかる支出について
25,638

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ課事務用　市内出張等交通費（５月分）の支出について
98,984

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（木川南小学校、難波中学校）
98,100

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（淀川小学校・淡路中学校）
27,860

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（淀川小学校、淡路中学校、大正東中学校）
104,420

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（高殿南小学校、東三国中学校）
69,920

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（4月・5月分）
3,359,402

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（4月・5月分）
383,134

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（4月・5月分）
20,400

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

負担金、補助及交付金　会費 競技スポーツ用　一般財団法人地域活性化センターにかかる平成26年度会費の支出について
900,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
9,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度スポーツ施設予約システム機器４機種借入（再リース）の支出について（6月分）
4,179

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 平成26年度　スポーツ拠点づくり推進事業市町村連絡会の開催にかかる管外出張旅費の支出について
29,280

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（7月2日実施：大和田小学校）
34,860

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（7月2日実施：大和田小学校）
14,260

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（6月24日実施分：中津小学校、6月26日実施分：大隅西小学校）
70,360

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（7月9日実施：瓜破小学校）
35,060

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（6月27日分：長橋小学校、6月30日分：城東小学校）
70,920

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成26年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託料の支出について（６月分）
67,050

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（6月分）
1,679,701

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（７月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（6月分）
191,567

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（6月分）
10,200

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
2,731,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
21,969,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
4,518,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
2,445,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
4,578,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
15,015,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
3,911,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
3,203,000
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経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第1四半期分）
7,393,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
23,686,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
2,489,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第1四半期分）
16,149,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
3,050,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第1四半期分）
13,151,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
平成26年度大阪市立東成スポーツセンター・旭スポーツセンター・東成屋内プール・旭屋内プールその他2施設管理運営にかかる業務代行料の支出について（第1四半期
分） 22,369,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立北スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
14,720,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立北スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
19,143,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
平成26年度大阪市立鶴見スポーツセンター・大阪市立鶴見緑地プール・大阪市立鶴見緑地庭球場・球技場・運動場の管理運営にかかる業務代行料の支出について（第１
四半期） 10,644,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立淀川屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
4,442,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
15,108,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立住之江スポーツセンター管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
5,730,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
5,389,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
23,463,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立天王寺スポーツセンターほか２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
6,875,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
平成26年度大阪市立東成スポーツセンター・旭スポーツセンター・東成屋内プール・旭屋内プールその他2施設管理運営にかかる業務代行料の支出について（第1四半期
分） 26,099,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
平成26年度大阪市立鶴見スポーツセンター・大阪市立鶴見緑地プール・大阪市立鶴見緑地庭球場・球技場・運動場の管理運営にかかる業務代行料の支出について（第１
四半期） 50,103,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　南港中央野球場及び南港中央庭球場管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
4,706,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
4,167,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
5,961,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立浪速スポーツセンター及び浪速屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
31,998,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
32,421,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
141,321,702

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
18,338,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立天王寺スポーツセンターほか２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
50,223,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（8月分）
4,058,891

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 施設の供用廃止及び名称変更に伴うオーパスシステムの設定変更業務委託費の支出について
155,736

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
23,493,195

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（弘済中学校、住之江中学校）
69,700

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設の供用廃止及び名称変更に伴うオーパスシステムの設定変更業務委託費の支出について
210,276

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（６月分）の支出について
100,337

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（６月分）支出について
470,598

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（６月分）の支出について
47,191

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度市長杯市民柔道大会にかかる分担金の支出について
130,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度市長杯市民剣道大会にかかる分担金の支出について
178,800

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度市長杯市民ゲートボール大会にかかる分担金の支出について
200,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年07月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（６月分）の支出について
4,300

経済戦略局 南港市場 平成26年07月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設維持管理用蛍光灯外３点の購入費の支出について
18,165

経済戦略局 南港市場 平成26年07月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用安全ヘルメット外１点の購入経費の支出について
26,503

経済戦略局 南港市場 平成26年07月04日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（４月分－２）
1,300

経済戦略局 南港市場 平成26年07月04日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（５月分）
9,708

経済戦略局 南港市場 平成26年07月04日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用透明ビニルシート外９点の購入経費の支出について
289,440

経済戦略局 南港市場 平成26年07月04日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用仕切弁外１５点の購入経費の支出について
333,720

経済戦略局 南港市場 平成26年07月04日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用鋼製グレーチング外８点の購入経費の支出について
291,600

経済戦略局 南港市場 平成26年07月04日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 庁内情報ネットワーク用プロッタ保守サービスの購入経費の支出について
30,240

経済戦略局 南港市場 平成26年07月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 市場運営用南港市場の効率的運営等の検討のための出張に伴う旅費の支出について
86,400

経済戦略局 南港市場 平成26年07月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 負担金、補助及交付金　会費 市場運営用全国中央卸売市場協会第51回食肉部会出席に伴う会費の支出について
5,000
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経済戦略局 南港市場 平成26年07月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　損害保険料 現場作業用道路賠償責任保険料の支出について
490

経済戦略局 南港市場 平成26年07月11日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場内臓ボイラーＮｏ．３修繕経費の支出について
507,600

経済戦略局 南港市場 平成26年07月11日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
19,300

経済戦略局 南港市場 平成26年07月11日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場第一種圧力容器（液体加熱器）性能検査手数料の支出について
10,692

経済戦略局 南港市場 平成26年07月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（４月分・５月分）
1,650,240

経済戦略局 南港市場 平成26年07月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用塩化第２鉄上半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（６月分）
189,961

経済戦略局 南港市場 平成26年07月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用灯油第１四半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（完納）
319,788

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設維持管理用電極保持器外１１点の購入費の支出について
135,000

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場中央監視業務委託費の支出について（６月分）
1,703,160

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（６月分）
540,000

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場構内等清掃等業務委託費の支出について（６月分）
665,999

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場とちく関連処理等業務委託費の支出について（６月分）
3,996,000

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備保守点検等業務委託の実施及び所要経費の支出について（６月分）
261,360

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（６月分）
1,262,520

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託費の支出について（６月分）
314,999

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（６月分）
11,383

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（６月分）
3,126

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用カラープリンタ長期借入経費の支出について（６月分）
1,680

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（６月分）
10,849

経済戦略局 南港市場 平成26年07月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（６月分）
58,830

経済戦略局 南港市場 平成26年07月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用高分子凝集剤上半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（６月分）
214,812

経済戦略局 南港市場 平成26年07月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託（その２）の実施及び所要経費の支出について（６月分）
1,398,600

経済戦略局 南港市場 平成26年07月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（６月分）
30,717

経済戦略局 南港市場 平成26年07月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（４～６月分）
12,111

経済戦略局 南港市場 平成26年07月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（４月～６月分）
25,638

経済戦略局 南港市場 平成26年07月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（6月分）
8,038,904

経済戦略局 南港市場 平成26年07月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（６月分）
471,312

経済戦略局 南港市場 平成26年07月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の支出について（６月分）
1,016,064

経済戦略局 南港市場 平成26年07月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託費の支出について（６月分）
759,599

経済戦略局 南港市場 平成26年07月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託の実施及び経費の支出について（６月分）
3,197,880

経済戦略局 南港市場 平成26年07月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場製氷冷凍機圧縮機取替工事費の支出について
1,296,000

経済戦略局 南港市場 平成26年07月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（６月分）
541,620

経済戦略局 南港市場 平成26年07月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（６月分）
4,458

経済戦略局 南港市場 平成26年07月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の支出について（６月分）
2,294,568

経済戦略局 南港市場 平成26年07月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（６月分）
4,968

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（6月分）
135,432

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用機械作業場電話料金の支出について（６月分）
3,070

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（6月分）
227,979

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻） 終処分にかかる所要経費の支出について（第3回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん） 終処分にかかる所要経費の支出について（第3回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（6月分）
3,998,193

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（6月分）
926,143

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（6月分）
715,500

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（6月分）
830,550

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託の実施及び同経費の支出について（6月分）
375,921

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託費の支出について（6月分）
38,880

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（6月分）
4,521,869

経済戦略局 南港市場 平成26年07月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（第1四半期）
7,494,000
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大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度に係る府市の状況説明を用件とする出張旅費の支出について（平成26年６月19日）
57,660

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
80,100

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　筆耕翻訳料 大阪府・大阪市特別区設置協議会会議内容及び大阪府市統合本部会議内容等の録音反訳業務に係る経費の支出について（概算契約）【第2回支払い】
25,920

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　毎日新聞他１点の購入経費の支出について【４～６月分】
25,638

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　法定協議会にかかる郵送経費の支出について
4,764

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 大阪府市大都市局事務用　庁内情報利用パソコン借入経費の支出について（長期借入）【６月分】
225,915

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 大阪府市大都市局事務用　庁内情報利用パソコン（２７台）借入経費の支出について（長期借入）【６月分】
38,969

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　一般事務物品の購入経費の支出について
37,800

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　C4470）代の支出について（６月分）
36,148

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080CPS）代の支出について（６月分）
94,710

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）代の支出について（６月分）
37,699

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080 CPS）代の支出について（６月分）
53,739

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局広報事務用　無線通信経費の支出について（６月分）
3,693

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　料金後納郵便経費の支出について（６月分）
23,947

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の事務分担、税源配分及び財政調整に係る事前協議を用件とする出張旅費の支出について（平成26年７月４日）
117,272

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の事務分担に係る事前協議を用件とする出張旅費の支出について（平成26年７月８～９日）
151,910

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の事務分担に係る事前協議のための概要説明を用件とする出張旅費の支出について（平成26年７月14日）
87,502

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 府市再編に伴う法令改正等についての意見交換に係る出張旅費の支出について（平成26年７月９日）
117,280

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 特別区の名称について重複自治体との協議を用件とする出張旅費の支出について（平成26年７月11日）
58,604

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年07月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（ApeosPort-Ⅱ6000）代の支出について（６月分）
151


